食品開発展 2017 （10 月 4 ～ 6 日）
新製品 ・ 新サービス紹介
ヘルスイングリディエンツ ジャパン （Hi）
[1-001]
金秀バイオ （株）
微細藻類ナンノクロロプシス、 紅藻 ミリン
[1-004]
（株） 坂田信夫商店
発酵 高知県産黄金しょうが粉末、 国産 黒にんにく
ペ－スト
[1-009]
（株） ムラタ漢方
カラグアラ
[1-011]
（株） 皇漢薬品研究所
アメリカ人参 （ウィスコンシンジンセンパウダー）、スッ
ポン （粉末、姿、エキス、オイル）、プエラリアミリフィ
カ、 ムクナ粉末
[1-016]
今岡製菓 （株）
レモン加工品 （グリセリン加工）、 レモンピール （ド
ライフルーツ）
[1-023]
秋田銘醸 （株）
爛漫酒粕粉末、 爛漫乾燥麹、 枝豆粉末
[1-025]
日新蜂蜜 （株）
醗酵黒じゃばら、 発酵トウガラシパウダー、 醗酵黒
はちみつ

[1-124]
日研フード （株）
静岡県産青みかんエキス P SW、 にんにく粉末
SW、 べにふうきエキスパウダー
[1-131]
（株） 公知貿易
ラクトフェリン、 ゼンブリン、 スーパーフード、 オリー
ブツリーエキス
[1-146]
（株） キティー
クリスパタス菌 KT-11、 ファーベックス KT、 ビフィ
スリム菌 KMH001
[1-148]
（株） 林原
ファイバリクサ、 林原ヘスペリジン S、 アスコフレッシュ
[1-150]
日本水産 （株）
EPA ・ DHA 含有精製魚油、 DHA パウダー
[1-160]
東洋サイエンス （株）
IBS （過敏性腸症候群） に有効なプロバイオティク
ス パン酵母、 天然オーガニック高血糖対策素材、
健脳素材 （ブルーベリー + グレープ） ポリフェノー
ル、 ノコギリヤシエキス

[1-234]
タカノ （株）
すっきりサラシア プレミアム、 サラシアエキス粉末

[3-024]
ミリオン （株）
ながいもスプレー

[1-244]
日東薬品工業 （株）
食品用乳酸菌原料、 新規機能性脂肪酸、 菌体外多糖

[3-029]
フィトファーマ （株）
アスタキサンチン、 フコキサンチン

[1-251]
Exland Biotechnology Inc.
赤ハトムギエキス、 オクラエキス

[3-031]
Hohhot Hairihan Biological Engineering Co., Ltd.
羊プラセンタマスク、 プラセンタ、 プラセンタ凍結乾
燥パウダー

[1-252]
日本製粉 （株）
ニップンオリーブ果実エキス、 ニップンパミスエキ
ス、 有機小麦若葉
[1-255]
Medgaea Life Sciences Ltd.
発酵小豆エキス
[1-259]
STARSCI BIOTECH Co., Ltd.
ゴーヤー、 ユカン ; グズベリーパウダー、 グズベ
リーエキス、 Calamus quiquesetinervius 抽出物
[1-263]
（株） サンシントレーディング
マカエキス末、 カムカム FD パウダー

[1-164]
バイオジェニック （株）
ヘマトコッカス藻由来天然アスタキサンチン、 穀物
麹、 黒酢

[1-266]
Zhejiang Skyherb Biotechnology Inc.
ステビア抽出物 （各種規格）、ブドウ種子エキス （各
種規格）、 生コーヒー豆エキス （各種規格）

[1-034]
[1-169]
特許業務法人 ユニアス国際特許事務所
（株） 光洋商会
食品用途特許の最新分析、 商品ネーミングのチェックリ
飲料用大豆蛋白、 食物繊維、 パフ （スプロ、 ファ
スト、 特許 ・ 商標 ・ 意匠相談会、 最新の重要判決集
イブリム）、 ファイバーコロイド （ファイバージェル
LC）、 各種機能性油脂 （亜麻仁油 等）
[1-040]
みたけ食品工業 （株）
[1-171]
こめゲル、 金のきな粉、 燻製ごま、 もち麦パフ、
イエナ商事 （株）
燻製麦ぬか床
パーム油カロテン、 トコトリエノール、 トンカットア
リ 100 倍濃縮エキス末
[1-042]
味の素 （株）
[1-172]
Amino A&G、 Amino HB
日油 （株）
油脂加工技術、 機能性脂質、 低臭化 DHA 含有
[1-055]
魚油粉末
（株） ユニアル
新潟 ・ 山形産 紫菊花 「えんめい楽」、 沖縄産シー
[1-174]
クヮーサー抽出物、 秋田産ホップ毬花粉末、 岐阜 ・
アスク薬品 （株）
愛知産もみじエキス
関節素材 ： 卵殻膜ペプチド、 脳機能改善と睡眠
導入 ： グリーンオート乾燥エキス、 抗ストレス ： ロ
[1-058]
ディオラロゼア乾燥エキス、 抗老化と筋力：トンカッ
ビーエイチエヌ （株）
トアリ乾燥エキス、 髪 ・ 肌 ・ 爪 ： キビ種子抽出油
リパミン PS、 VALECHOL 15 （大麦βグルカン）、
BHN ボタンボウフウ粉末、 ツバキ種子エキス末 -CD25
[1-174]
ファイトネット社
[1-063]
関節素材 ： 卵殻膜ペプチド
備前化成 （株）
ブルーベリー葉エキス末、 DHA の極み 機能性表
[1-178]
示 PB サポート、 大麦若葉粉末
マリーンバイオ （株）
沖縄産機能性植物素材各種、 ブラックストロベリー
[1-074]
パウダー
ミリアグループ （株）
ドリンクの受託製造、 酵素ドリンク” 酵素日和”、 プ
[1-190]
ラセンタ 50000
Biolotus Technology Jiangsu Inc.
ステビア、 クチナシ黄色色素
[1-075]
Ningbo Dekang Biochem Co., Ltd.
[1-193]
ハーブティー : 痛風なし茶、 抗疲労茶、 美容茶など、
フォレスト ・ ベリー農園 （株） 遠藤組
インスタント顆粒、 固体ドリンク、 タブレット、 茶、 OEM
国産ヒッポファエラムノイデスオイル、シーベリージュー
ス （無糖 稀釈タイプ）、 シーベリーフルーツソース
[1-076、 1-077]
丸大食品 （株）
[1-197]
プラズマローゲン素材 「鶏ムネ肉エキス DG」
三菱ガス化学 （株）
Bio PQQ、 SAMe 含有乾燥酵母、 乾燥酵母エリオン SP
[1-079]
森永乳業 （株）
[1-200]
乳酸菌、 ラクトフェリン、 乳たんぱく、 微酸性電解水
アピ （株）
沈香葉、 花粉荷
[1-084]
（株） エヌ ・ シー ・ コーポレーション
[1-202]
乳酸菌 H61 株、 ハイトリーブ、 ポマノックス、 レッ
Puredia Corporation Limited
ドオレンジコンプレックス
サジーオメガパウダー、 サジ ーフルーツオイル
[1-088]
[1-204]
佐々木食品工業 （株）
（株） 越後薬草
大麦若葉粉末 （九州産）、 ケール粉末 （九州産）、
植物発酵エキス、 植物発酵エキス末
桑葉粉末 （九州産）、 明日葉粉末 （九州産）
[1-211]
[1-092]
（株） ホルス
SYNBIO TECH INC.
羊膜エキス、 酵母 331 株、 発酵熟成プラセンタエキス
スポーツパフォーマンス向け Lactobacillus plantarum
TWK10、 高濃縮プロバイオティクス原料、 機能性ブ [1-215]
レンドプロバイオティクスフォーミュラ
富士カプセル （株）
プロバイオティクスのための三層生菌シームレスカ
[1-099]
プセル （腸溶性）、 機能性ソフトカプセル製剤開発
TCI Co., Ltd.
ODM
[1-218]
アダプトゲン製薬 （株）
[1-101E]
スポーツサプリメント ファーマデポシリーズ
PHARMA MARINE AS
GourmetMarine、 CodMarine、 CalaMarine、 LipidMarine [1-225]
エイチ ・ ホルスタイン （株）
[1-103]
発毛促進豆苗エキス アナゲイン、 ヒマワリ由来
（株） シェフコ
non-GMO アルファ GPC、 ホスファチジルセリン
有機モリンガ葉粉末
[1-228]
[1-106]
インデナジャパン （株）
オリザ油化 （株）
高吸収クルクミン、 インゲンマメエキス、 オリーブ
黒ショウガエキス 機能性表示対応、 菊の花エキス
果実エキス、 ノコギリヤシ果実エキス
機能性表示対応、 シーベリーエキス 機能性表示対
応、 フコレックス 微細藻類由来フコキサンチン
[1-230]
ユニキス （株）
[1-114]
D- リボース、多穀麹 UQ、ハトムギ CRD エキス末、
ウィルファーム （株）
ラクトフェリン
ビュリクシール

[1-267]
アルバータ州 農産物食品産業
Earth Naturally から - 更年期症状対応素材、
BioNeutra から - 可溶性天然甘味繊維、 HempCo
から - ヘンププロテインパウダー
[1-279]
DKSH ジャパン （株）
ロブビット
[1-291]
（株） あいや
抹茶、 各種茶パウダー
[1-307]
（株） エル ・ エスコーポレーション
サバペプチド、 ハトムギ CRD SD 粉末、 タモギセ
ラミド シリーズ、 超活 First ドリンク
[1-319]
（株） ユーグレナ
カラハリスイカ、 ヤエヤマクロレラ
[1-321]
稲畑香料 （株）
ゴマ ・ ウコン混合抽出物、 アサナエキス、 ブラック
クミン種子精油
[1-339]
サンブライト （株）
オーガニック発芽玄米プロテイン、 オーガニックエ
ンドウプロテイン、 ノコギリヤシエキス
[1-349]
KLK OLEO / Davos Life Science
DavosLife E3 トコトリエノール高含有画分、
PALMESTER MCT オイル、 PALMESTER トリアセチン
[1-350]
ラムナン （株）
ラムノックス 50、 ラムナン硫酸、 海の野菜
[1-359]
CBC （株）
えんどう豆タンパク （Pisane C9）、 柑橘由来 S 体ヘス
ペリジン （WATTS'UP）、 オリーブ葉由来オレウロペイ
ン （Bonolive）、MicrobiomeX （フラボバイオティクス素材）
[1-363]
（株） ヒロインターナショナル
豚プラセンタエキス、 馬プラセンタエキス、 小豆エキス
[1-382]
Biosense Co., Ltd.
Mensta Plus、 YouQueen Isoflavone、 HanHepa、
Fullygo、 Abdoslim
[1-385]
こだま食品 （株）
国産野菜ミックスパウダー 15
[1-387]
セティ （株）
ベリーミックスパウダー、 ミネラル ・ ビタミン ・ アミ
ノ酸含有酵母 / 乳酸菌、 プロバイオティクス 乳酸
菌、 卵白プロテイン
[1-390]
（株） 龍泉堂
パンドラビューティ、 ヒューぺリジン A
[1-399]
東亜薬品工業 （株）
乳酸菌、 糖化菌、 酪酸菌などプロバイオティクス
生菌末を用いた商品化のご提案、 うるつや乳酸菌
H61 を用いた商品化のご提案
[1-402]
HIMI AGRICULTURAL BIOTECH & CO.
グリーンバナナ粉末、 スウィートポテトプロテイン、
Banalin、 Banapao
[1-403]
Ennature Biopharma - Div of India Glycols Ltd.
ニコチン、 ショウガエキス、 コレウス

[3-033]
（株） 喜八食品
酵房のしずく
[3-035]
長崎蒲鉾水産加工業協同組合
無糖・無リンすり身、 低利用魚 （シイラ・コノシロ等）
のすり身、 EPA ・ DHA 入りシイラバーグ
[3-055]
中日本カプセル （株）
ガムセル、 製剤技術各種 （C ・ Pea ・ IS ・ SS など）
[3-058]
ユニテックフーズ （株）
白キクラゲ多糖 『トレメルガム』、 品質改良剤 『UNet』
シリーズ、スーパーフード 『 グリーンバナナパウダー』、
スポーツニュートリション素材 『クレアチン』 『コラーゲ
ンペプチド』、 風味補強材 『バッズ』 シリーズ
[3-061]
（株） ダイセル
SWELWiCK、 MOiSTCARM、 エクオール
[3-068]
PARRY NUTRACEUTICALS/ VALENSA
フィコシアニン、 藻類リポタンパク質入りユーグレ
ナ、 Eyepro MD、 藻類オメガ 3、 藻類プロテイン
[3-078]
JK Sucralose Inc.
スクラロース
[3-081]
（株） 菱塩
塩味上手五島灘の塩、 塩分上手五島灘の塩、 五
島灘の塩、 平釜仕立て五島灘の塩
[3-082]
（株） 宝島ジャパン
モンゴル産シーバックソーン （サジー） 原料、 モン
ゴル産ハーブ原料
[3-083]
Huolinguole City Alatenggaoha National Food Processing Co., Ltd.
ビーフジャーキー、 Russian rehbar
[3-084]
（一社） 地域資源活用の会
煮干粉末、 白えび粉末、 きな粉パウダー、 直七果
汁、 米しょうゆ、 ベジルト （ヨーグルト）
[3-089]
サンエイ糖化 （株）
オリゴ糖酸、 乳酸菌受託培養
[3-091]
ディアナ フード
ビーツ由来抽出物、 グルコフェノール、 ニューロフェ
ノール
[3-093]
Arjuna Natural Extracts Ltd.
BCM-95、 Oxystorm
[3-102]
ジャパンローヤルゼリー （株）
キク ピュアローヤルゼリーエッセンス
[3-104]
（株） 常磐植物化学研究所
ベネトロン （ラフマ葉エキス）、 和漢植物複合エキス
[3-107]
オルガノフードテック （株）
増粘安定剤製剤 オルピン GT-S、 テイストシリー
ズ、 受託加工
[3-115]
GREENYN BIOTECHNOLOGY CO., LTD.
Insumate （ニガウリペプチド）、 Antromax （牛樟芝
菌糸体エキス）
[3-120]
（株） きのした
シリアルバー、 プロテインバー、 グラノーラ
[3-132]
炭プラスラボ （株）
焼成サンゴカルシウム水素パウダー、 クエン酸ミネラル
水素パウダー、 機能性ヤシ殻活性炭、 伊那赤松妙炭
[3-149]
（株） アリスト
かつお節由来ヘム鉄 ヘムライズ、 メダリスト
[3-151]
アリメント工業 （株）
機能性表示食品、 機能性表示食品に対応する品質
管理体制、 極カプセル、 極タブレット、 極パウダー
[3-153]
蝶理 （株）
乳酸菌、 ヒアルロン酸
[3-153]
ミヤコ化学 （株）
ビフィズス菌 HN019 株、海苔ペプチド、ポルフィラン、
プロテタイト

[3-157]
日本ケフィア （株）
オリジナルケフィア、 乳酸菌＋酵母 ProMIX、
DESKRAKU
[3-160]
（株） マツモト交商
ラクトセラム、 フラボセル EQ-5 （エクオール）、 マ
リンアパタイト、 エルダーベリー、 アナゲインニュー
[3-166]
占部大観堂製薬 （株）
ヒアルロン酸 機能性表示食品 PB サポート、 健康
食品受託製造 （OEM）
[3-166]
大石化成 （株）
とよみつひめパウダー、 とよみつひめペースト、 い
ちじく醗酵エキス、 キウイ醗酵エキス
[3-166]
カリカセラピ （株）
カリカセラピ SAIDO-PS501

[A-008]
（株） ドクターズチョイス
MAAs リペアエッセンス、 MAAs フェイシャルシートマスク
[A-011]
アークレイグループ からだサポート研究所
AG ハーブ MIX、 ビレチン、 アカモク粉末
[A-014]
BEIJING ZHENDONG BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.
ハーブ製品
[A-020]
Zhejiang Gold Kropn Biological Technology Co., Ltd.
調整シトラスペクチン、 Kecel 調整シトラスペクチン
[A-023]
群栄化学工業 （株）
ハイブリッド製法 米あめ、 国産ライスミルク、βグルカン含有シロップ、 もちソース
[A-027]
ENZYMEKING BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.
トリプシン、 キモトリプシン、 パンクレアチン、 ペプシン

[3-166]
[A-030]
（株） 田尻 300 年製薬
Polyphes（ポリフェス）、INNER S CARE（インナーエスケア） Zhejiang Tianrui Chemical Co.,Ltd.
テアニン、 レスベラトロール、 ギャバ
[3-166]
[A-032]
（株） 種商
Amicogen, Inc.
二十一穀米プラスカルシウム、 スーパーフード 9、
穀物酵素、 竹塩、 コラーゲントリペプチド
スーパーフードライスボール BOX
[3-169]
横浜油脂工業 （株）
機能性表示対応 CoenzymeQ10 （脂肪消費）、 機能
性表示対応ケルセチン（LDL- コレステロールの低減）

[A-035]
（株） アルファリンク
ヘンププロテインパウダー / ヘンプシードオイル、
カシスエキス末

[A-036]
[3-174]
（株） バイオラジカル研究所
日清ファルマ （株）
アクア Q10 シリーズ、 グルタミンペプチド GP-1、 小 ESR 法を用いた抗酸化能評価、 コラーゲンフォルテシモ
麦アルブミン NA-1、 青大豆 EX パウダー
[A-037]
キユーピー （株）
[3-178]
機能性表示対応素材 「ヒアベスト （S） LF-P」、 日
（株） NRL ファーマ
焼け対策素材 卵殻膜 「EM パウダー （300）」、 アク
ラクトフェリン製剤技術、 腸溶性マイクロカプセル、 口
臭対策用ラクトフェリン錠剤 （チュアブル）、 腸溶性錠剤 ティブシニア素材 関節向け 「ヒアベスト （J）」、 アク
ティブシニア素材 健脳向け 「卵黄レシチン PL-30S」
[3-179]
[A-039]
Food Solution
HEALTHY FORCE DIET NATURAL FOODS、 VIVIZYME （株） シンギー
丹参葉 （タンジン葉）
[3-180]
[A-043]
鈴木海苔 （株）
一丸ファルコス （株）
紅藻海藻ツノマタ乳酸発酵液、 栄養機能食品スブ
フィトセラマイド
レット、 栄養機能食品ドレッシング
[3-183]
パワフル健康食品 （株）
発酵生産受託、 ゼリースティック受託製造 OEM、 飲料
ドリンクスティック受託製造 OEM、 乳酸菌 de 発酵トマト

[A-045]
（株） アオテアロア
生乳由来 IgG 含有免疫ミルク、 緑イ貝エキス超微
粉末、 羊プラセンタ超微粉末、 元祖ニュージーラ
ンド産 深海鮫肝油

[3-197]
[A-051]
丸善製薬 （株）
植物由来美容素材の新理論、 植物由来 Tie2 活性化素材 天洋社薬品 （株）
睡眠改善ゼリー、 スポーツ向けゼリー
[4-213]
[A-058]
イングレディオン ・ ジャパン （株）
ノベロース 3490、 バーサファイブ 1490、 ノベロース W （株） ティーエストレーディング
チェリーピュア （タートチェリー）、 プリマビエ （シラジット
[4-222]
岩石）、ザンシゲン （フコキサンチン、ザクロ種子オイル）
Salutary
[A-067]
ウチワサボテン粉末 / コンフィウチワサボテン、 ア
（株） IHM
ガベイヌリン
プラズマローゲン （丸大食品製）
[4-227]
[A-069]
豊橋糧食工業 （株）
上海フリーマンジャパン （株）
もち麦シリアル 6.6
ピープロテインパウダー、 コエンザイム Q10、 コン
[4-228]
ドロイチン硫酸
GRANA sp. z o.o.
インスタント穀物飲料、 インスタントチコリ飲料、 フ [A-076]
アットハンド （株） ／ Ferment. 洋
ルーツ飲料
醗酵ピューレ、 酢酸菌
[4-234]
[A-077]
（公財） 静岡県産業振興財団
（株） 加藤美蜂園本舗
フーズ ・ サイエンスヒルズプロジェクト成果品
オリゴ糖 ・ 食物繊維シロップ
[4-234]
[A-080]
（株） 不二工芸製作所
林兼産業 （株）
そばの芽ぐみ FBP-100、 アスタニン
ヒシエキス、 アスコフィラン HS
[4-241]
[A-091]
日本アドバンストアグリ （株）
Bloomage Freda Biopharm Co., Ltd.
UV 受託殺菌、 健康茶 ・ ハーブティー受託製造、
バタフライピー （チョウマメ）、 ホーリーバジル、 植 ヒアルロン酸、 HAPLEX、 GABA、 Gabarelax
物受託有機栽培 （ラオス）
[A-105]
BioCell Technology International GmbH
[4-244]
BioCell コラーゲン - 関節 ・ 皮膚のサポート、 i-Sabi - 抗
池田薬草 （株）
酸化 ・ 免疫サポート、 EstraFlex CMO - 関節のサポート
スダチ香料
[4-279]
（株） 大潟村あきたこまち生産者協会
グルテンフリー食品、 コメピューレ
[4-279]
（株） 坂本バイオ
鹿角霊芝 （β- グルカン高含有マンネンタケ）、 ロシア
産カラマツエキス （タキシフォリン）、 アケビ果皮粉末

フード ・ テイスト ジャパン （FiT）
[1-387]
セティ （株）
調味料原料、 醸造用原料、 チリ / ハーブピューレ、
トマトパウダー、 ココナッツパウダー、 加工抹茶、
ベリーミックスパウダー、 卵白プロテイン

[3-053]
[4-279]
中野 BC （株）
（有） 鈴和商店
青大豆 微粉末、 穀物類オーダーメイドパッケージ、 青みかん粉末、 じゃばら粉末、 青柿粉末
蒸し豆 3 種
[3-137]
東海物産 （株）
[4-279]
健康機能性調味料
横手精工 （株）
アイスプラント （野菜）、 青汁
[3-208]
（株） タイショーテクノス
[4-303]
トマト色素製剤、 ビタミン B1 製剤、 カロブパウダー
Qufu Xiangzhou Stevia Products Co., Ltd.
レバウディオサイド C/D/M、 レバウディオサイド A、 ステ
[3-211]
ビオール配糖体、酵素処理ステビア、ステビアハーブティー
池田糖化工業 （株）
飲料用ジンジャーエキス、 亜麻仁油パウダー、 甘
草根エキスパウダー、 化粧品用植物エキス

[4-215]
シャラボ （株）
リポフィートオイル、 ケラナットオイル、 タスマニア
CO2 抽出物、 シチェアン ペッパー CO2 抽出物、
ジンジャー CO2 抽出物

[4-380]
SIMPSON BIOTECH CO., LTD.
バクテリア総数迅速キャプチャー & 探知システム、
原料 ： 天然でんぷんとグルコース阻害薬、 発酵
天然製品 ： サプリ原料、 化粧品原料

[4-225]
三ヶ日町農業協同組合
三ヶ日みかんジュース、 三ヶ日みかんサイダー

[4-381]
（一財） 材料科学技術振興財団
食品のにおい評価、 クライオ SEM による微細構
造観察、 成分の分布評価

[4-226]
泰喜物産 （株）
大豆クリーム、 ソイホイップクリーム、 M-Revo （羽
のない攪拌機）
[4-233]
コスモ食品 （株）
ポテミック、 ポテト醤油
[4-238]
日本バイオコン （株）
豚・馬プラセンタエキス末、 豚肝臓分解物、 パイナッ
プルパウダー、 こんにゃく加工品 / レトルト殺菌機
[4-246]
横山香料 （株）
香料～トレンドの生 （ナマ） 感を演出～、 香料～
天然香料で付加価値 UP ～
[4-250]
（株） メディア ・ アイ
感性 ・ 官能評価システム J-SEMS
[4-250]
ロケットジャパン （株）
エンドウタンパク、 小麦グルテン、 加水分解小麦
グルテン
[4-253]
（株） カランテ
カルクック S、 カルキープ L

[4-383]
イカリ消毒 （株）
LED オプトクリン、 クリンエコライン GX、 BS （ビー
エス） ガード、 ムースエコ防虫システム
[4-397]
フォス ・ ジャパン （株）
燃焼法タンパク室 / 窒素分析装置 デュマテック
8000、 穀物用カビ毒検査 チャームキット
[4-402]
保土谷化学工業 （株）
過酢酸製剤、 食用色素 （ハラール認証取得）
[4-406]
（株） ビートセンシング
高自転回転 自転 ・ 公転式ミキサー、 反射式小
型ビートセンサー （NIR 分析装置）、 ファイバー式
小型ビートセンサー （NIR 分析装置）
[4-412]
（株） 宇部情報システム
品質管理システム 「QC-One」
[4-415]
ビーエルテック （株）
近赤外分析装置スペクトラスター XT、 ディスクリー
トアナライザー AQ400

[4-255]
キッコーマン食品 （株）
減塩しょうゆ、 ライスミルク

[4-421]
（株） ライフテック
自動化ロボット、 超高感度蛍光検出装置、 生菌
数検査前処理装置、 微生物検査前処理装置、 簡
易大腸菌検査装置

[4-269]
MC フードスペシャリティーズ （株）
酵母エキス、 調理用ワイン

[4-423]
（株） テクノスルガ ・ ラボ
微生物同定試験、 腸内フローラ解析

[4-274]
（有） パパラボ
卓上型 2 次元色彩計 （PPLB-400）、 ハンディ型 2 次元
色彩計（PPLB-500）、インライン2次元色彩計（PPLB-600）

[4-425]
（株） 堀場アドバンスドテクノ
微生物迅速検査装置 / ML-100 （参考出展）、 プロセス
用 pH ・ DO 計 ・ knick 社製品、 ラボ用 pH 計 / LAQUA
シリーズ、 オゾン / 過酸化水素濃度モニタ / HZ-960

[4-281]
日本製紙グループ
セルロースナノファイバー （cellenpia）、 白神こだ
ま酵母、 日の茜 （サンルージュ）、 シールドプラ
スプレミア （紙製バリア素材）

[4-430]
（株） アクシー
バグストッパー、 CNP フィルタ、 各種フィルタ

[4-295]
明王物産 （株）
マスキング素材、 エンハンス素材

[4-432]
CEM Japan （株）
SMART6 水分 / 固形分分析計、 ORACLR 脂肪分
分析計

[4-305]
三洋グラビア （株）
ワンツーカット、 テーブルスター、 レンジスター

[4-436]
（株） トミー精工
オートクレーブ FLS-1000、 小型微量遠心機 Wonder Spin

[4-320]
日本電色工業 （株）
分光色彩計 SE7700

[4-450]
倉敷紡績 （株）
肉種判定キット GeneFields-Meat、 毛髪判定キット
GeneFields-Hair、 腸管病原菌検査キット
GeneFields-Bacteira、 アルコール体質検査キット
GeneFiedls-SNP(Alcohol)

[4-323]
九鬼産業 （株）
星印ヘルシーセサミ パウダー、 星印ヘルシーセ
サミ レギュラー、 九鬼香ばし健康すりごま、 星印
純ネリ胡麻白Ｗ
[4-329]
Retaj for advanced food industries and trading
フェンネル、 アニス、 マジョラム、 ペパーミント、
スペアミント、 バジル、 ハイビスカス、 カモミール、
パセリ、 キャラウェー、 キンセンカ、 コリアンダー
[4-330]
アルファ ・ モス ・ ジャパン （株）
官能評価ソフトウェア FIZZ、 GMP フレーバースタ
ンダード、 ポータブルセンサリーブース
[4-342]
日本アイリッヒ （株）
オプティマブレンド FPB-1.5、 アイリッヒ ハイジェ
ニック ミキサー EL1-S 型、 アイリッヒ インテンシブ
ミキサー EL1 型
[4-352]
（株） 日本プレハブ冷熱
Mi-Fi 解凍 ・ 熟成庫
[4-355]
大阪ガスケミカル （株）
固形感を残したままオフフレーバーを除去した飲料
の製造方法、 果汁や野菜汁からの残留農薬除去
技術、 活性炭フィルターを用いた脱臭技術

セーフティ & テクノロジー ジャパン （S-tec）
[3-016]
大川原化工機 （株）
乳化分散装置 Free Micro Mixer
[4-316]
（株） 森永生科学研究所
ナノトラップ Pro、 ナノトラップ Easy、 精度管理試
料 QC マテリアル、 食物アレルギー物質検査 精
度管理サーベイ
[4-322]
丸高工業 （株）
スチームチェンヂャー
[4-338]
（株） 三ツワフロンテック
ブラントスケールファーメンター、 卓上型ファーメン
ター、 機械式消泡装置

[4-450]
東洋製罐グループホールディングス （株）
核酸クロマトグラフィー検査キット
[4-451]
日新シール工業 （株）
易開封パッケージ、 角底形パウチ、 シュリンクフィ
ルム、 軟包装一般
[4-456]
（株） AFI テクノロジー
ELESTA
[4-459]
エンビロテックジャパン （株）
食品添加物認可過酢酸製剤パーサン MP2-J、 過
酢酸製剤パーサン A、過酢酸製剤パーサンスプレー
[4-462]
（株） トーケミ／プロミネント （株）
過酢酸系殺菌剤の濃度管理装置、 各種殺菌水濃
度管理装置 「ダルコシステム」、 水産廃棄物等の
脱臭剤生成装置 （二酸化塩素水）
[4-468]
インターサイエンス
スキャン 4000 コロニーカウンター
[4-514]
アゼット （株）
スイスブルーナー社製野菜果物カッター卓上小型機
「Five Star」、 卓上型チョコレート ・ エンローバー
SuperMicro E120、 E120 専用チョコレートストリンガー、
卓上型チョコレート溶解ケトル SuperMicro ACK
[4-528]
丸文 （株）
近赤外線分光器
[4-531]
精英堂印刷 （株）
水なし高精細印刷、 特殊加工印刷、 酒粕フェイス
マスク、 酒粕入浴剤
[4-551]
（株） トップ堂
カビナイコート、 防曇対応青果物用カビナイバッグ

