出展社プレゼンテーションプログラム
A 会場（1 ホール）

B 会場（1 ホール）

会場 : 西1（ A〜 E ）、アトリウム（ F）、3・4ホール（ G〜 L） 聴講無料

C 会場（1 ホール）

D 会場（1 ホール）

E 会場（1 ホール）

10:30~
10:50

F 会場（アトリウム）

食品の品質を安定化させる新規天然素材エキス
関西大学

活性酸素と腸内細菌〜 FK-23 による肝機能改善〜 医師推奨プロモーション 活用事例と最前線
ニチニチ製薬㈱
エムスリー㈱

熱にも酸にも負けない生きた乳酸菌「ラクリス TM-S」ユーグレナ社の新素材カラハリスイカについて
13:30~ ソフォンの認知障害改善・予防と抗うつ薬様効果
13:50
清光薬品工業㈱ のご紹介
三菱ケミカルフーズ㈱
㈱ユーグレナ 知っておくべきアジア商標戦略

神奈川における高付加価値食品開発の支援事例 日本製紙のおいしさを演出する技術
紹介
（地独）神奈川県立産業技術総合研究所

丸善製薬㈱

12:00~
12:20

飲み易いサプリ錠の実現 ~ ダイセルの機能性添加剤 ~ 機能性表示食品対応素材プロテオグリカンの
機能性カプセルで創造する、新しい食品のカタチ 天然物由来の遊離セラミドの新たな食品機能
①速崩壊性賦形剤②ゲル状保水性賦形剤 ㈱ダイセル 新データご紹介
一丸ファルコス㈱
中日本カプセル㈱
㈱ジェヌインR&D

12:30~
12:50

機能性食品に与えるシリカの添加効果
呼気ガス分析装置のヒト試験への応用
マリンナノファイバー ® とヘルスケア
植物由来美容素材の新理論
富士シリシア化学㈱
㈱総合医科学研究所
㈱マリンナノファイバー

気になる！生活習慣に抗糖化とヒシエキスのご提案
水溶性食物繊維
「難消化性グルカン」の利用方法 植物由来 Tie2 活性化素材
林兼産業㈱
日本食品化工㈱

丸善製薬㈱

㈱グローバルニュートリショングループ/ 美容と抗加齢の味方！ ピュアエラスチンのご紹介 新開発の乳化機と溶けやすい粉末製造方法
モノグルコシルヘスペリジン−機能性関与成分
GOED Omega-3
㈱ピーエムティー
大川原化工機㈱ としての実績−
㈱林原

13:30~
13:50

PQQ がお届けする脳の健康維持とその未来

14:30~ ①オリザの機能性表示対応素材セラミド、ギャバ、ルテイン、
14:50
月見草他 最新情報のご紹介

水酸化イソフラボン（抗糖化素材）の美肌効果と
機能性素材に関する分析支援体制
「素材の機能性を高めるソフトカプセル技術」 〜乳酸菌
脱毛予防効果
㈱東洋発酵
三菱ケミカルフーズ㈱ を生きたまま腸まで届けます〜
富士カプセル㈱

14:30~ スポーツにおける骨・関節ケアの必要性〜グルコサ 腸まで届く新カプセル
14:50 ミンの機能性エビデンス〜
甲陽ケミカル㈱

1g に 7.5 兆個 高濃度乳酸菌 EF-2001 の有用性 オリーブ製品の最新データのご紹介

「美肌ケアが『かわる』･『かえる』」 市場変遷を踏まえた新たな【New!】ベネトロンの睡眠改善に次ぐ新たな臨床 マイクロカプセルによる差別化事例 - ラクトフェリン 15:00~ キトサンの機能性と臨床試験データの考察
15:20
甲陽ケミカル㈱ 価値提案 ~ 機能性表示活用のコツ付き ~
キユーピー㈱ 試験結果初公開！
㈱常磐植物化学研究所
㈱ NRLファーマ

日本ベルム㈱（機能性表示食品）

三枝国際特許事務所

海藻ヒトエグサ抽出成分 “ ラムナン硫酸 ” の特徴と
三菱ケミカルフーズ㈱ 機能性
ラムナン㈱

こんにゃくセラミドによる痒み低減効果
こんなこともできる粉末の製剤
14:00~ 乳酸菌生産物質 PS-B1 原液における肝機能改善 長寿の郷・木曽すんき漬け由来の植物性ナノ型
14:20 作用について
㈱バイオジェノミクス 乳酸菌
㈱ IHM
㈱ダイセル

アダプトゲン製薬のスポーツサプリメントシリーズ【PHARMA 日本初上陸：パンドラビューティの美容・抗肥満・
15:30~ DHA3 商品から選べる！ワンストップの機能性表示 生涯健康に！オリーブ由来の運動サポート素材と
15:50 OEM（脳機能／中性脂肪／ W 表示） 備前化成㈱ アマニ
日本製粉㈱ DEPO（ファーマデポ）】のご提案
アダプトゲン製薬㈱ 筋肉増強作用について
㈱龍泉堂

15:30~
15:50 OptiMSM の新研究データ発表

クロセチンの美肌効果
16:00~ 知らないと怖い広告規制（景表法・薬機法）
16:20
丸の内ソレイユ法律事務所

16:00~
16:20

理研ビタミン㈱

EPA の新知見 〜美しく楽しく、スポーツする人へ〜 骨密度・骨質に作用する「プロテタイト」の
日本水産㈱ エビデンスと製品事例

CBC ㈱

アリメント工業㈱

機能性食品開発における非臨床試験の新展開
機能性表示を見切り一般健食でエビデンスマーケ
三生医薬㈱ 〜メタボローム解析と腸内環境評価〜
㈱ TTC ティングは可能か
㈱薬事法ドットコム

コンビの機能性食品素材のご紹介

四国における民間独自の食品機能性表示制度の運用 〜スマートエージング〜健康に楽しいシニアライフ
開始と取組状況 （一財）四国産業・技術振興センター デュポンの取組み デュポン ニュートリション＆ヘルス

「ジュンサイ + 酒粕」サプリメント摂取による便通改善および ここまで魚介の味が出る！
！-- 紅茶メーカーの大発見！
三井農林㈱
毛穴引き締め効果
秋田県総合食品研究センター 

FiT メタボローム解析から考えるおいしさの指標〜山形県食材
13:00~ 冷凍食品用増粘安定剤製剤
13:20
を例に〜
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ㈱
オルガノフードテック㈱

13:30~ 白キクラゲ多糖の特性と応用例
13:50
ユニテックフーズ㈱
14:00~ 調理機能に注目したワインのご紹介
14:20
MCフードスペシャリティーズ㈱
14:30~ 酵母エキス新製品「酵味（粉末）プラス」のご紹介
14:50
MCフードスペシャリティーズ㈱
15:00~ 秋田県立大学発新規需要米の開発
15:20

アリメント工業の機能性表示食品に対応する
11:00~ 商品ネーミングのコツ‐商標弁理士の教える 4 つの 新ダイエット素材！脂肪と糖にＷで効く五島列島産 機能性鶏卵『スーパーオリザノール SEG 』の
11:20 ポイント
ユニアス国際特許事務所 発酵ツバキ茶
㈱エフアイコーポレイション ご紹介
㈱岡安商店 品質管理体制
アリメント工業㈱

11:00~ 食品素材における超微粉技術の現状と将来性
11:20
丸安産業㈱

11:30~ インド発の天然消臭素材
11:50 〜ブラッククミン種子精油〜

11:30~ 日本製紙のおいしさを演出する技術
11:50

インターテック ヘルス サイエンシズ インク

取扱原料のご紹介

サンブライト㈱

インデナジャパン㈱

ルテイン、ゼアキサンチンの最新研究報告
黒大豆種皮抽出物クロノケアの血管内皮機能改善作用
オムニアクティブヘルステクノロジーズ社 〜機能性表示食品届出にむけて〜
フジッコ㈱

多機能性食品素材アサイゲルマニウムとは ?
「素材の機能性を高めるソフトカプセル技術」 〜乳酸菌 ラクティウム - 機能性表示食品制度に対する取り組み 日新蜂蜜㈱
㈱浅井ゲルマニウム研究所 を生きたまま腸まで届けます〜
富士カプセル㈱
サンブライト㈱

三和酒類㈱

PQQ がお届けする脳の健康維持とその未来

三菱ガス化学㈱

粉体原料の油脂コーティングについて

海外進出で「知っておくべき特許戦略」
日油㈱ 〜強く・速く・低コストに〜 三枝国際特許事務所

14:30~ 国産 美容・アンチエイジング素材
14:50 紫菊花「えんめい楽」

13:30~ 蜂産品の展開について
13:50

㈱ティーエストレーディング ついて

アリメント工業㈱

12:30~ 高多機能性発酵食品 カリカセラピの独自発酵技術
12:50
カリカセラピ㈱

水溶性食物繊維イソマルトデキストリンの新知見
㈱林原

15:00~ 胃と腸に乳酸菌 LJ88 殺菌体：
15:20 新知見抗ピロリ作用

スノーデン㈱

睡眠改善食品、機能性表示取得に向けた、
臨床試験の要諦！
スリープウェル㈱ 米国とフランスで特許を取得した小麦由来極性脂
質を配合したキビ・エキスの育毛活性
広東双駿生物科技有限公司 β- クリプトキサンチンの骨粗しょう症予防効果と
ロベルテグループ
体脂肪低減効果（機能性表示食品）
㈱ダイセル

抗凝血作用

OL と漢方サプリ

飲み易いサプリ錠の実現 ~ ダイセルの機能性添加剤 ~ イノシトールの新たな機能性
㈱シンギー ①速崩壊性賦形剤②ゲル状保水性賦形剤
㈱ダイセル

ここまでわかったプラズマローゲンの脳機能改善効果
15:30~ アーユルヴェーダ素材の相乗効果
15:50
㈱サビンサ・ジャパン・コーポレーション
三生医薬㈱

エナジーとデトックスのため新素材フランス・オーク ここまでわかったビタミン E の魅力（基礎編）
16:00~ モズク由来フコイダンの免疫に対する影響
16:20
金秀バイオ㈱ 抽出物ロブビット ®
ホーファーリサーチ社
三菱ケミカルフーズ㈱

16:00~ 美肌は腸の通信簿…
16:20 次世代腸活 & 肌育サプリを語る

サンブライト㈱

12:00~ 機能性食品による脳機能評価を目指して
12:20
（地独）神奈川県立産業技術総合研究所

14:00~ オリーブ葉抽出物 オレアノール -55 の機能性に
14:20 ついて
タマ生化学㈱ ビタミン K2 の臨床応用とナットウキナーゼの

β- クリプトキサンチンと骨・関節の健康
機能性素材に関する分析支援体制
15:30~ 健康食品市場の最新マーケットデータ分析
15:50 〜機能性表示の課題と可能性〜
㈱富士経済
理研ビタミン㈱
三菱ケミカルフーズ㈱ オーガニック発芽玄米たん白とエンドウたん白の
強みと特徴に関して

ヤヱガキ醗酵技研㈱

築野食品工業㈱

2020 年に向けて盛り上がるスポーツニュートリション テアニンの機能性表示食品制度への取組み
協和発酵バイオ㈱

太陽化学㈱

13:00~ 冷凍食品用増粘安定剤製剤
13:20
オルガノフードテック㈱

14:00~ おいしさ守る紙製バリア素材「シールドプラス ®」
14:20
日本製紙㈱
14:30~ 酵母エキス新製品「酵味（粉末）プラス」のご紹介
14:50
MCフードスペシャリティーズ㈱
15:00~ 食品由来の油脂で変色しにくい！
15:20 新しいトマト色素製剤
㈱タイショーテクノス
15:30~ 柑橘成分の機能性について
15:50

伊方サービス㈱

「美肌ケアが『かわる』･『かえる』」 市場変遷を踏まえた新たな 高タンパクヨーグルトとミルクプロテイン製法の 【New!】ベネトロンの睡眠改善に次ぐ新たな
価値提案 ~ 機能性表示活用のコツ付き ~
キユーピー㈱ 提案
フォンテラジャパン㈱ 臨床試験結果初公開！
㈱常磐植物化学研究所

16:00~ “ 免疫ビタミン ”LPS の生理的機能と効果
16:20
自然免疫応用技研㈱

納豆菌培養エキス「ナットウキナーゼ HTNK-J」の
活性とその応用
オルガノフードテック㈱

16:30~ 活性炭による食品素材の改善、改善技術について
16:50
大阪ガスケミカル㈱

MicrobiomeX®：腸内環境の新たなカテゴリー

“フラボバイオティクス” 素材

10:30~
10:50

大麦エキス発酵物が可能にする整腸効果の
日油㈱ さらなる価値
㈱キティー

11:00~
11:20

プレバイオティクスの新世代〜ケストースの 「美肌ケアが『かわる』･『かえる』」 市場変遷を踏まえた新たな 注目の発酵素材（多穀麹 ®）の特徴及び機能性に 極カプセル ® と植物性皮膜カプセルのご提案
多彩な機能〜
物産フードサイエンス㈱ 価値提案 ~ 機能性表示活用のコツ付き ~
キユーピー㈱ ついて
ヤヱガキ醗酵技研㈱
アリメント工業㈱

11:00~ 柑橘成分の機能性について
11:20

植物からの機能性成分の抽出に有効な酵素のご紹介 開発上級者のための差別化ハードカプセル
女性にも高い効果・発毛促進豆苗エキス
11:30~ プラズマローゲン “ セカンドステージ
11:50 〜新知見のご紹介〜 ”
丸大食品㈱
三菱ケミカルフーズ㈱ サプリメント開発
カプスゲル・ジャパン㈱「アナゲイン NU」
エイチ・ホルスタイン㈱

11:30~
11:50

メタボローム解析における腸内細菌の今
QOL 向上を目指した関節痛を改善する素材のご紹介 米国における栄養食品のクリーンラベル表示の動向 植物由来美容素材の新理論
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ㈱
三生医薬㈱
フォンテラジャパン㈱

11:30~ 日本製紙のおいしさを演出する技術
11:50

12:00~ 健康食品素材市場の最前線 2017
12:20

海外進出で「知っておくべき特許戦略」
〜強く・速く・低コストに〜 三枝国際特許事務所

12:00~
12:20

ホーファーリサーチ社 医師推奨プロモーション 活用事例と最前線
エムスリー㈱

12:30~
12:50

コンビの機能性食品素材のご紹介

13:00~
13:20

高 齢 化 社 会 に向 け たプロバ イオティクス 菌 末 魅惑の果実
HOWARU Protect Senior ダニスコジャパン㈱ ついて

㈱富士経済

ルテマックス 2020 について
オムニアクティブヘルステクノロジーズ社 ピクノジェノール ® の最新臨床研究アップデート

13:00~ おいしくロコモ対策〜ロイシン高配合必須アミノ酸 沈香葉（ジンコウヨウ）エキス末の便通改善作用と 女性にも嬉しいスッポン原料（粉末、姿、オイル、 機能性表示食品開発のポイントと東洋新薬の
13:20 と甘味料「アドバンテーム」の活用〜
味の素㈱ 低用量臨床試験について
アピ㈱ 水溶性エキス）」
㈱皇漢薬品研究所 サポート体制
㈱東洋新薬

三和酒類㈱

PQQ がお届けする脳の健康維持とその未来

三菱ガス化学㈱

機能性表示食品対応

筋肉サポートのＨＭＢ
海藻ヒトエグサ抽出成分 “ ラムナン硫酸 ” の特徴と
小林香料㈱ 機能性
ラムナン㈱

自然の恵みで機能性食品：キノコ発酵大豆イソフラ クリルオイルの新情報
14:30~ オリザの〜トータルビューティーケア素材〜（イチゴ、セラミド 水酸化イソフラボン（抗糖化素材）の美肌効果と
14:50 桜、ブロッコリー、リンゴンベリー、ライチ他）
オリザ油化㈱ 脱毛予防効果
㈱東洋発酵 ボンと北海道産シソエキス
㈱アミノアップ化学

甲陽ケミカル㈱

丸善製薬㈱

新美容素材ジンセンベリーの効果に 水溶性食物繊維「難消化性グルカン」の利用方法 食品の品質を安定化させる新規天然素材エキス
㈱エフアイコーポレイション
日本食品化工㈱
関西大学

機能性関与成分：ビフィズス菌を増やす
ナットウキナーゼ（NSK-SD）機能性情報
睡眠改善食品、機能性表示取得に向けた、
安定型ビタミン C なら叶う、他栄養素との組み合わせ
「食物繊維イヌリン」
フジ日本精糖㈱
㈱日本生物．科学研究所 臨床試験の要諦！
スリープウェル㈱
㈱林原

乳酸菌では世界初 肺の炎症を抑える FK-23
新開発の乳化機と溶けやすい粉末製造方法
【New!】ベネトロンの睡眠改善に次ぐ新たな臨床
インフルエンザ対策ができる乳酸菌 ニチニチ製薬㈱ 慢性炎症・微小循環・腸内フローラ改善原料の
大川原化工機㈱ 試験結果初公開！
㈱常磐植物化学研究所
ご提案
グアーガム分解物での食後血糖、便通・下痢改善
14:30~ 世界最先端 イタリアで開発されたʻ 食べる育毛剤 ʼビュリ
㈱アオテアロア
14:50 クシール ™ 究極のエビデンス発表
表示
ウィルファーム㈱
太陽化学㈱
14:00~
14:20

新しいシームレスカプセル技術
15:00~ 植物性ソフトカプセルの様々な優位性について
15:20
キャタレント・ジャパン㈱

プラセンタの新潮流「バージンプラセンタ ®」の
オリーブ製品の最新データのご紹介
15:30~ 米由来の素材で叶える高付加価値食品
15:50
みたけ食品工業㈱ 最新研究報告
佳秀工業㈱（機能性表示食品）

15:30~ 卵殻膜ペプチド：即効性で体感のある新規関節素材 コンビの機能性食品素材のご紹介
15:50 とヒト臨床データ
アスク薬品㈱

16:00~ 柑橘類果皮の成分とその有効活用
16:20

16:00~ 黒大豆種皮抽出物クロノケアの血管内皮機能改善
16:20 作用 〜機能性表示食品届出にむけて〜 フジッコ㈱

16:00~
16:20

16:30~
16:50

16:30~
16:50

16:30~
16:50

辻製油㈱

クロセチンの睡眠改善効果

佳秀工業㈱ Oleo Grape Seed OPCO® の抗炎症効果に
関して
ここまでわかったビタミンＥの魅力（応用編）
サンブライト㈱
理研ビタミン㈱
三菱ケミカルフーズ㈱

アメリカ・スポーツニュートリションの最新情報
協和発酵バイオ㈱ ナットウキナーゼ（納豆）の最新情報

13:30~ FiT
13:50

14:30~
14:50

成長する世界のプロテイン市場の動向と日本への
コンビ㈱ 影響
フォンテラジャパン㈱

オルガノフードテック㈱

15:00~
15:20

そしゃく配慮食品の JAS 認定とスマイルケア
食について
（一財）日本食品分析センター
食品の遺伝子分析

㈱ファスマック

世界の法令に則した分析のご案内
ユーロフィン・フードアンドプロダクト・テスティング㈱

減塩食品の味づくりとアプリケーション例
全成分指紋解析（メタボローム解析）サービスによる 微酸性電解水による芽胞菌及びノロウイルス（マウス）
MCフードスペシャリティーズ㈱ 食品の差別化
ユーロフィン・エコプロリサーチ㈱ 対策
（一社）日本電解水協会／微酸性電解水委員会
過酢酸製剤による食品表面の殺菌
エンビロテックジャパン㈱

天然香料技術から生まれた減塩素材
食物アレルゲンのリスク評価について
異物検査手法の基礎と検査事例
長岡香料㈱
（一財）日本食品分析センター
㈱キューサイ分析研究所
Hi ■ 13:00-13:05 β- グルカン協議会の紹介 β-グルカン協議会
糖アルコールの減塩食品への利用に向けて 食物アレルゲン検査用 精度管理試料のご紹介
■ 13:05-14:05 基調講演：食と自然免疫を介した生体恒常性の制御
物産フードサイエンス㈱
㈱森永生科学研究所

ゼロカロリーだけではないエリスリトールの 食品摂取と腸内環境の関係調査の提案
役割
三菱ケミカルフーズ㈱ 〜腸内フローラ解析と代謝物分析サービスの活用〜
レジスタントスターチで、おいしさそのまま
㈱テクノスルガ・ラボ
糖質オフ！
イングレディオン・ジャパン㈱
S-tec 食品表示のための食物繊維の分析法
ゆっくり吸収される糖質 “ パラチノース” で
新コンセプト提案
三井製糖㈱
（一財）食品分析開発センターSUNATEC

イヌリンによる美味しい低糖質食品の開発
フジ日本精糖㈱
エンドウ / 小麦原料の低糖質 / 高蛋白食品への
応用
ロケットジャパン㈱

産業技術総合研究所 バイオメディカル研究部門
免疫恒常性研究特別チーム長 辻 典子 先生

■ 14:05-15:20
えん麦β- グルカン：最近の研究動向 ㈱えんばく生活
飲料に適したβ‐グルカン含有シロップ
−血糖値上昇抑制作用−
群栄化学工業㈱
大麦βグルカンの紹介と商品開発への活用 みたけ食品工業㈱
ADEKA の 2 つのβグルカン
㈱ ADEKA
水熱処理された黒酵母βｸﾞﾙｶﾝの物性について 伊藤忠製糖㈱
鹿角霊芝（ろっかくれいし）「王角」の健康効果
㈱坂本バイオ

タンパク質分析と脂質分析における自動化（デュマサーム 〜見た目で変わる商品価値〜パッケージの役割と
とハイドロサームのご紹介）
ゲルハルトジャパン㈱ 可能性
日本テクノロジーソリューション㈱

のびるもち感、でん粉で新食感 イングレディオン・ジャパン㈱

加温ゲル食感による応用例のご提案
信越化学工業㈱
新食感！シトラス由来の食物繊維「ヘルバセル
AQ プラス」
DSP 五協フード&ケミカル㈱
白キクラゲ多糖の特性と応用例
ユニテックフーズ㈱
柔らか食用増粘安定剤製剤
オルガノフードテック㈱

調理機能に注目したワインのご紹介
おいしさ守る紙製バリア素材「シールドプラス ®」
MCフードスペシャリティーズ㈱
日本製紙㈱

イージースパイラル + Scan インターサイエンス

培養不要！新しい微生物汚染 評価システム 水分・成分等をリアルタイム測定管理。小型低価格
のご紹介
㈱ AFIテクノロジー の新型ＮＩＲセンサー
㈱ビートセンシング
微生物検査、カビ毒検査キットのご紹介
栄養成分分析の自動化と省力化への新しい
フォス・ジャパン㈱ アプローチ
ゲルハルトジャパン㈱
シーン別食物アレルゲン検査キットの選び方 近赤外分析装置、製菓業界での利用例
㈱森永生科学研究所
ビーエルテック㈱

過酸化水素・過酢酸・オゾン濃度の測定と微生物 機能性食品分野における分離精製技術のご紹介
迅速試験のご提案
㈱堀場アドバンスドテクノ
三菱ケミカルアクア・ソリューションズ㈱

イワタニのおいしいご提案

岩谷産業㈱

割安な年間購読を
お勧めします。

好評連載 「機能性表示を巡って」
1月号 : 食品 ‐ 医薬品相互作用データベースの現状と展望 / 3月号 : 機能性関与成分が明確でない機能性表示商品の分析法
の課題、医薬品 ‐ 食品相互作用ハンドブック / 5月号 : 来る特許乱立時代に向けた食品用途出願の基礎と応用 / 6月号 : 安全
性確保のための健康食品認証制度協議会と第三者認証機関の役割 / 8月号 : 食品と医薬品の相互作用に関する書籍の紹介（1）
好評連載 「表示ミスを防ぐための食品表示実務の大切なポイント」
2月号 : 表示ミスを防ぐための食品表示実務の大切なポイント / 3月号 : 名称と食品表示基準 / 4月号 : 原材料名と原材料規格書 / 5月号 : 添加物の
表示と添加物使用基準 / 6月号 : アレルゲンの表示 / 7月号 : 原料原産地、遺伝子組換えの表示 / 8月号 : 内容量、消費・賞味期限、保存方法の表示
好評連載 「新しい高齢者食品・介護食品の開発」
1月号 : トレハロースの高齢者介護食への応用 / 3月号 : 変わり行く介護施設での食事について / 4月号 : 嚥下調整食への新規
ペクチンゲルの応用 / 5月号 : 中佐脂肪酸油（MCT）の高齢者食品への応用 / 8月号 : 介護食における食品多糖類の重要性
好評連載 「産学官連携による地域農・畜・水産物活用のための機能食品開発研究を追う」
1月号:秋田県産未利用農水産物資源を活用した機能性素材の開発 / 2月号:スラリーアイス生成装置と凍結濃縮システムの開発 / 4月号:
岐阜県における産学官連携による食品開発の近況 / 6月号 : 北海道オホーツクでの産官学連携による酢酸発酵、GABA、麹等利用食品の
開発研究 / 8月号 : 佐賀県における機能性・健康食品開発拠点「さがヘルスフード & コスメラボ」の設立と新しい取り組み

2017年
1月号 食品の抗酸化評価とその利用
2月号 パフォーマンスニュートリション最新動向
オメガ3と医療の最前線
3月号 農産物及び農産加工食品の

5月号 HACCP 義務化に向けた課題と取組み
6月号
7月号
8月号
9月号

機能性表示食品の展開

4月号 おいしさの評価技術と食品開発

食品製造・流通における防虫対策の最前線
食品粉粒体技術の進展
進化する減塩食品の開発
食品のロングライフ化技術と製品開発の動向
おいしさを科学する

「食品と開発」年間購読の御案内
年間購読料
（1年12冊分）

30,000円（税込）

本申込書で年間購読をお申し込みの方には、
ご希望のバックナンバー 2 冊を
プレゼントいたします。

お問い合わせ先▶▶ E-mail: food-jp@ubm.com
バックナンバーの最新情報はこちらから▶▶ www.kenko-media.com
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登録所

新規原料採用時の残留農薬分析とリスク管理
排水処理設備の改造で、純利益を得る方法
（一財）食品分析開発センターSUNATEC
㈱アイエンス

凍結粉砕からできた新しい乾燥パウダーの提案！ HACCP 義務化を見据えた、食品安全マネジメント
大阪ガスリキッド㈱ システムの構築
日本検査キューエイ㈱

GOED PV

CHINA PV

東京ビッグサイト
エントランス
ホール

アレルゲンアイクイックを活用した食品工場 過酢酸製剤による次世代型食品表面除菌方法
のふき取り検査
プリマハム㈱
エンビロテックジャパン㈱

さとうきびから生まれた甘さのない
“ 呈味改良剤 ”
三井製糖㈱

比重・形状・大きさの異なる原料を短時間で
均一に混合する新技術
日本アイリッヒ㈱

月刊「食品と開発」

E

HACCP 制度化にそなえた迅速自主検査―AOAC 認証 近赤外（NIR）が画期的な食品分析を可能にする！
キットによる 6 〜 8 時間の菌測定のご紹介
ニッタ㈱
ブルカー・オプティクス㈱

食物アレルギー対策としての洗浄とその効果検証 害虫の侵入防ぐ防虫システム（バグストッパー）
日本ハム㈱
㈱アクシー

15:30~ ダイセルの女性向け機能性食品素材の健康効果
15:50
㈱ダイセル

食品開発展2017をサポートする専門誌

過酢酸製剤の国内メーカーとしての役割
保土谷化学工業㈱

酵母エキス新製品「酵味（粉末）プラス」のご紹介 FiT においが変われば美味しさが変わる。活性炭
による精製技術のご紹介 大阪ガスケミカル㈱
MCフードスペシャリティーズ㈱

風味補強素材 バッズシリーズの利用で
美味しさアップ
ユニテックフーズ㈱

容 : たんぱく質が強化された食品の人気は、今や世界的なブームとなっていま
す。消費者が求める魅力的で差別化できる商品を作り上げる為には、様々
なたんぱく原材料の特性やアミノ酸組成などの観点からみる「質」を正し
く理解する必要があります。セミナーでは、乳由来たんぱく質の優位性や
機能特性を、その他のたんぱく原料と比較し解説します。

粉体の栄養成分分析手法について
フォス・ジャパン㈱

FiT ザクザク素材感、低脂肪なのにこってり感、玉子ふわとろ感、 S-tec 微生物検査を超効率化：

13:00~ レジスタントスターチで、おいしさそのまま糖質オフ！
13:20
イングレディオン・ジャパン㈱

健康な体と歯のために〜アマニ、パミスエキス〜
記憶力・認知機能改善原料「CERA-Q（セラキュー）」脳機能を向上させる新規素材「ヒューペリジン A」
15:00~ ブルーベリー葉エキスの生活習慣病予防
15:20
備前化成㈱
日本製粉㈱ の驚くべき機能性
アダプトゲン製薬㈱ について
㈱龍泉堂

三生医薬㈱

日本製紙㈱

12:30~【美味しさと健康の両立】次世代スーパーフード
12:50 カロブの魅力
㈱タイショーテクノス

14:00~
14:20

脂溶性貝毒検査と実際
（一社）青森県薬剤師会衛生検査センター

三井農林㈱

特殊製法カリウム製剤による美味しい減塩
奥野製薬工業㈱

■ 内

B

美味しさを作る技術

14:00~ 睡眠改善で活気・活力をサポート
14:20 【大麦乳酸発酵液ギャバ】

13:30~
13:50

機能性表示食品対応素材プロテオグリカンの
今が旬のアイケア素材 ルテインの水溶化
植物由来機能性素材
コンビ㈱ 新データご紹介
一丸ファルコス㈱
横浜油脂工業㈱

伊方サービス㈱

12:00~ 健康食品素材としてのホップの有効性に関する研究
12:20
秋田大学

風味アップソリューション

再生医療で注目！新幹細胞増殖因子「羊膜エキス」 アルガンオイルの最新情報（認証取得、美容データ）ラリラボ社製ノコギリヤシエキスの強みに関して
13:30~ 新国産機能性原料 シークヮーサー抽出物・
13:50 もみじエキス
㈱ユニアル
㈱ホルス
㈱ニュートリション・アクト
サンブライト㈱

アリメント工業の機能性表示食品に対応する
㈱薬事法ドットコム 品質管理体制
アリメント工業㈱

6 日 ︵金︶

6 日 ︵金︶

12:30~ ありふれた機能性表示から脱却！ PS で認知力 UP、クリルオイルの機能〜 不妊治療にも期待？ 精子の質
12:50 長命草で血糖値 DOWN
ビーエイチエヌ㈱ と運動率、生殖機能改善について 清光薬品工業㈱

日東薬品工業が提供する NOSTER
女性のキレイを応援！エラスチン摂取によるバスト下垂 機能性表示と景表法対策
（ノステル）の乳酸菌
日東薬品工業㈱ 抑制およびバスト肌弾力向上作用
林兼産業㈱

丸善製薬㈱

知っていますか？ 食品輸出時に必要な分析
に関する情報
㈱キューサイ分析研究所

美味しく減塩できる素材「カネカ調味素材ソル 公転・自転比率［1：2］を達成。高自転ミキサーが HACCP 義務化を見据えた、食品安全マネジメント
トテイストエンハンサー」のご紹介 ㈱カネカ 開く新用途と新ビジネス
㈱ビートセンシング システムの構築
日本検査キューエイ㈱

自主衛生検査のための迅速検査キットの
使い方と評価法

10:30~ Hi
10:50

新しい食感への挑戦

10:30~ 知らないと怖い広告規制（景表法・薬機法）
10:50
丸の内ソレイユ法律事務所

プレバイオ・プロバイオ

田中・内科胃腸科クリニック院長 田中宏明／ しなやかな血管づくりをサポート！エラスチン摂取に
㈱エル・エスコーポレーション よる血管弾性改善作用
林兼産業㈱

6 日 ︵金︶

16:30~
16:50

CBC ㈱

迅速微生物同定 MALDI-TOFMS のメリット・
デメリット
㈱テクノスルガ・ラボ

-- お茶素材の新しい使い方

FiT 甘味料を活用した美味しいアミノ酸食品の開発 アレルゲンアイ クイックを活用した食品工場の
13:30~ 白神こだま酵母の特性と秋田華舞茸の特徴
13:50
秋田十條化成㈱
味の素㈱ ふき取り検査
プリマハム㈱

プラセンタの新潮流「バージンプラセンタ ®」の
海藻ヒトエグサ抽出成分 “ ラムナン硫酸 ” の特徴と 医師推奨プロモーション 活用事例と最前線
16:30~ 知らないと怖い広告規制（景表法・薬機法）
16:50
丸の内ソレイユ法律事務所 最新研究報告
佳秀工業㈱ 機能性
ラムナン㈱
エムスリー㈱

「シーベリーエキス」、
「菊の花エキス」アサイゲルマニウムで赤血球から元気になる
オイルの加工は日油にお任せ！
11:00~ ヒト試験完了！
11:20 の機能性表示 最新情報について
オリザ油化㈱
㈱浅井ゲルマニウム研究所

日本製紙㈱

丸善製薬㈱

脳機能改善素材アミセノンの可能性
新開発の乳化機と溶けやすい粉末製造方法
乳酸菌の総合サプライヤー台湾『 SYNBIO tech 』
森川健康堂㈱
㈱サン・メディカ
大川原化工機㈱
蝶理㈱

14:30~ 乳酸菌による活性酸素除去能の亢進
14:50
ニチニチ製薬㈱

㈱龍泉堂

CherryPURE®（タートチェリー）の魅力とその効果 注目の発酵素材（多穀麹 ®）の特徴及び機能性に

同材質間における迅速・簡便異同識別法の提案
〜材質がわかるだけで十分ですか？〜 ㈱バイオクロマト

栄養成分の
分析技術

水酸化イソフラボン（抗糖化素材）の美肌効果と
機能性表示への取り組み：オリゴノール ® の
新規素材「ヒューペリジン A」による
㈱ユニアル 脱毛予防効果
㈱東洋発酵 抗脂肪と血流の臨床データ
㈱アミノアップ化学 脳機能改善作用について
（Dr.Bagchi 逐次通訳）
健康で美しく！今話題の「アマニ」「セラミド」
スポーツサプリメントの開発に最適な
15:00~ 〜生活リズムを改善〜 パッションフラワーの
15:20 体内時計調節・睡眠改善作用
オリザ油化㈱
日本製粉㈱ 原料のご紹介
アダプトゲン製薬㈱

13:00~ 森永乳業のタンパク製品のとりくみについて
13:20
森永乳業㈱

害虫の侵入防ぐ防虫システム（バグストッパー）
㈱アクシー

β グ- ルカン協議会

14:00~ 睡眠改善で活気・活力をサポート
14:20 【大麦乳酸発酵液ギャバ】

東洋サイエンス㈱

植物性ナノ型乳酸菌の新たな免疫調整・炎症軽減能 水溶性食物繊維「難消化性グルカン」の利用方法 機能性表示食品の現状
クロレラ工業㈱
㈱ IHM
日本食品化工㈱

FiT 紅茶で減塩

健康機能と美味しさの両立を目指して

13:30~ 醗酵黒じゃばらの抗アレルギー効果
13:50

IBS に有効なプロバイオ酵母の開発

12:30~ ジャパニーズ・スーパーフード
12:50 筑後産クロレラの世界！

香りの放出挙動のモニタリング〜官能評価の S-tec 異物分析の必需品！赤外分光法の基礎と分析事例
見える化法のご提案
㈱バイオクロマト
ブルカー・オプティクス㈱

師：ウィスコンシン酪農研究センター フードサイエンティスト /
乳原料応用コーディネーター キンバリー・バーリントン氏
順天堂大学大学院 スポーツ健康科学研究科 先任准教授 町田 修一（予定）

健康食品等加工食品における農薬残留分析と
リスク管理
日本エコテック㈱

（公財）日本適合性認定協会

5 日 ︵木︶

13:00~ ブルーベリー葉エキスの生活習慣病予防
13:20
備前化成㈱

新開発速効吸収 Fast MPC と乳タンパクの
【安心の受理実績】機能性表示は tokiwa におまかせ！
三生医薬㈱ 最適摂取量
フォンテラジャパン㈱
㈱常磐植物化学研究所

尿酸値への新しい対策「ラクトセラム」
スマート乳酸菌 ® について
12:00~ 卵殻膜ペプチド：即効性で体感のある新規関節素材 カボス種子抽出物の安全性
12:20 とヒト臨床データ
アスク薬品㈱
㈱日本生物．科学研究所
㈱マツモト交商

5 日 ︵木︶

5 日 ︵木︶

オレアビータの最新情報（ダイエット、スポーツ、 BONOLIVE：オリーブ葉由来の骨代謝促進素材
12:30~ お酒が好きでたまらない人へ−多くの肝機能保護 機能性レシチンを使用した各種機能性素材の
12:50 成分とアンフィスの優位性−
清光薬品工業㈱ 可溶化について
辻製油㈱ 脳機能改善）
㈱ニュートリション・アクト（機能性表示 SR 対応）
CBC ㈱

カプセルの崩壊遅延を解決 !
稲畑香料㈱ SOLCAP（ソルキャップ）

おいしさの食感測定と介護食の基準判定
アクティブ RFID を使った食の安全・安心対応
㈱山電
㈱立山科学ワイヤレステクノロジー

（一財）食品分析開発センターSUNATEC

栄養成分の義務化と成分検査の対応状況について
（公財）山口県予防保健協会 食品環境検査センター

ISO/IEC 17025 の改訂に関する最新情報
美味しい減塩ソリューション

12:00~ プラズマローゲン “ セカンドステージ
12:20 〜新知見のご紹介〜 ”
丸大食品㈱

乳由来の機能性素材
金氏高麗人参㈱ ラクティウム・ラクトフェリンに関して

美容パワー！

食物アレルゲン検査キットの選び方
㈱森永生科学研究所

S-tec 栄養強調表示のための成分分析〜ビタミンを中心に〜

■講

バックナンバーの
特集

10:30~
10:50

MULTIS 法による次世代抗酸化能測定と

多感覚器分析技術と官能評価、消費者調査を組み合わ シーン別
せた嗜好の予測手法
アルファ・モス・ジャパン㈱

感覚の時系列変化測定装置の開発と事例
過酢酸製剤による食品表面の殺菌
㈱メディア・アイ
エンビロテックジャパン㈱

感染症対策の新提案！注目の海洋素材「アスコフィ 機能性表示の拒否事例、そしてその突破へ
10:30~ 機能性表示食品対応素材プロテオグリカンの
10:50 新データご紹介
一丸ファルコス㈱ ラン」の肺炎への効果
林兼産業㈱
㈱薬事法ドットコム

EU の新ノーベルフード制度の要点
味の素㈱ - 規格認可化、伝統的食品など

アレルゲンアイ クイックを活用した食品工場
のふき取り検査
プリマハム㈱

16:00~ カードラン製剤 CD − ES のご紹介
16:20
オルガノフードテック㈱

コンビの機能性食品素材のご紹介

11:30~ 日々の疲れにアミノ酸
11:50 〜ヒスチジンの抗疲労効果〜

HACCP 制度化にそなえた迅速自主検査―AOAC 認証
キットによる 6 〜 8 時間の菌測定のご紹介
ニッタ㈱

広がるグラスフェッドチーズの魅力！
〜スマートエージング〜健康に楽しいシニアライフ
フォンテラジャパン㈱ デュポンの取組み デュポン ニュートリション＆ヘルス

10:30~ 知らないと怖い広告規制（景表法・薬機法）
10:50
丸の内ソレイユ法律事務所

プレバイオティクスの新世代〜ケストースの多彩な
日油㈱ 機能〜
物産フードサイエンス㈱

インターサイエンス

味覚センサーによる「味の見える化」とビジネス
活用
㈱インテリジェントセンサーテクノロジー

16:30~
16:50

11:00~ 世界初！微細藻類由来フコキサンチン「フコレックス 意外と知らない。ハードカプセルの種類とその特徴 オイルの加工は日油にお任せ！
11:20 TM」の機能性について
オリザ油化㈱
カプスゲル・ジャパン㈱

微生物検査を超効率化：
イージースパイラル＋ Scan

15:30~ おいしさ守る紙製バリア素材「シールドプラス ®」
15:50
日本製紙㈱

16:30~ オレンジ由来のアクティブ・運動サポート素材
16:50 「WATTS'UP / ACTIFUL」
CBC ㈱

■ 参加費：無料（ただし記念セミナーの WEB 申込みからの登録が必要です）

倉敷紡績㈱

注目の発酵素材（多穀麹 ®）の特徴及び機能性に 新規育毛・ダイエット素材 〜日本原産の薬草
コンビ㈱ ついて
ヤヱガキ醗酵技研㈱ 本わさびの可能性〜
金印物産㈱

アタカマの秘密：100% 天然アスタキサンチン
 ATACAMA BIO NATURAL PRODUCTS S.A.

たんぱく原材料を質で選び、違いを理解する。
〜乳由来たんぱく質は魅力のある商品開発の手助けに〜
■ 主 催：アメリカ乳製品輸出協会（USDEC）

微生物検査用シート培地の新ブランド
栄養成分分析の自動化と省力化への
「MC-Media Pad」
JNC ㈱ 新しいアプローチ
ゲルハルトジャパン㈱

おいしさ度の色・質感での評価手法の提案
㈲パパラボ

16:30~
16:50

コンビ㈱

日本製紙㈱

活用した食品異物検査・衛生検査

秋田県立大学

㈱ CICフロンティア

プライベートセミナー

プレゼンテーション

S-tec 簡単・迅速「遺伝子検査キット GeneFields」を

異物対策

14:00~ 本当は健康寿命が短い日本人の体質とヒトケミカル
14:20
㈱シクロケム

15:00~ ②特許取得原料「黒ショウガエキス」のAMPK活性作用と運動
機能向上・抗ロコモ作用。
（機能性表示対応） オリザ油化㈱
15:20

機能性表示対応！オリゴノール ® の
三菱ガス化学㈱ 抗疲労・運動サポート機能
㈱アミノアップ化学

アリメント工業㈱

11:30~
11:50

13:00~ 最新のオメガ 3 市場について
13:20

プレゼンテーション

L 会場（4 ホール）

安全性・品質を担保するための受託検査機関

アピ㈱

12:30~
12:50

嚥下の味方しずおか産とろみ茶の開発
（公財）静岡県産業振興財団

㈱岡安商店

美味しさ評価技術

13:00~ 電子レンジ対応で注目される食品包装・容器市場 アピ独自の殺菌粉末によるビーポーレンの
13:20 の最前線
㈱富士キメラ総研 用途拡大の可能性

12:00~
12:20

国産「白桃」由来機能性素材のご紹介

4 日 ︵水︶

メロングリソディンの最新情報（不妊改善、美容、リコピンとルテイン - 機能性表示食品制度に対する
ユニキス㈱ 機能性表示）
㈱ニュートリション・アクト 取り組み サンブライト㈱

フロイント産業の高機能製剤技術
独自技術によりダイエット効果を高めた
天然原料から機能性食品への実用化について
機能性表示食品の現状
フロイント産業㈱ SUN ショウガのご紹介
三生医薬㈱
㈱マルハチ村松

4 日 ︵水︶

4 日 ︵水︶

TSI ／兼松ケミカル㈱

機能性表示の取り組みについて

ケベック州政府 / アメリカ人参（ウィスコンジンセン協会品）の
AGRI-FOOD EXPORT GROUP 最新情報
㈱皇漢薬品研究所

11:30~
11:50

11:00~ Hi
11:20

フォンテラジャパン㈱

K 会場（4 ホール）

さとうきびから生まれた甘さのない “ 呈味改良剤 ”
三井製糖㈱

10:30~
10:50

メトローズ ®（メチルセルロース・HPMC）
のサプリメントへの応用
信越化学工業㈱

NZ チーズの可能性 〜自然を食べよう〜

J 会場（4 ホール）

自主衛生検査のための迅速
検査キットの使い方と評価法

12:00~ 筋 肉 系 注 目 の 素 材 HMB。HMBトップブ ランド 日東薬品工業が提供する NOSTER（ノステル）の 
12:20 TSI 社製 HMβについて
乳酸菌
日東薬品工業㈱ 

プレゼンテーション

10 月 5 日（木）レセプションホール〈会議棟 1F〉 14:00~17:00
I 会場（4 ホール）

産学官による高付加価値
食品開発への取組み

誰も知らないアサイゲルマニウムのご紹介
11:30~ 知らないと怖い広告規制（景表法・薬機法）
ケベック州における農産物のトレーサビリティー、サラシア属植物の保健機能食品としての展開
11:50
丸の内ソレイユ法律事務所
㈱浅井ゲルマニウム研究所 その原料食材について
サラシア属植物普及協会

バックの色は

www.hijapan.info、www.ﬁtjapan.info、www.stecjapan.info

H 会場（3 ホール）

11:00~ Hi
11:20

機能性添加剤

プレバイオティクスの新世代〜ケストースの多彩な
日油㈱ 機能〜
物産フードサイエンス㈱

予定が変更になる場合があります。最新プログラムはホームページでご確認ください。

G 会場（3 ホール）

10:30~
10:50

開発者向け、ハードカプセル剤形のイロハ
粉体原料の油脂コーティングについて
11:00~ プラズマローゲン “ セカンドステージ
11:20 〜新知見のご紹介〜 ”
丸大食品㈱
カプスゲル・ジャパン㈱

12:30~
12:50

受付に1講座につき2枚名刺をご用意ください。
席数には限りがありますので、お早めに会場入口までお越しください。

F
アトリウム

※ A 〜 L 出展社プレゼンテーション
セミナー会場

A

●お申し込み、お問い合わせは下記まで
〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-8-3 UBMメディア㈱内

食品開発展事務局
TEL

E-mail: f-expo-jp@ubm.com

03-5296-1017

（直通）

FAX

03-5296-1018

↓↓↓ホームページで最新の出展企業情報がご覧になれます。
↓↓↓

www.hijapan.info / www.stecjapan.info / www.fitjapan.info
主催 :
企画 :

UBM メディア株式会社

Organised by UBM Media Co., Ltd.

