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1 食肉加工製品 オルガノ株式会社 36 肉風練製品及びその製造方法 前島食品株式会社

2 品質低下の防止された食肉加工製品 オルガノ株式会社 37 気泡入り畜肉加工食品 株式会社紀文食品

3
ささみ肉の筋腱の切除方法並びに切
除装置

株式会社ニイブロ 38 チキンミンチの製造方法 石井食品株式会社

4 食肉加工品及びその製造法 日本食品株式会社 39 加工肉製品 雪印乳業株式会社

5
ファイバ―チキンの製造方法および
ファイバ―チキン

松崎　力 40
食品具材に揚げ油を浸透させ、あるい
は食品具材に粉末油脂か液状ショート
ニングをまぶすか、または．．．

宍戸　弘

6
肉片の改質剤及びこれで処理した食
用肉片

花王株式会社 41 鉄分強化食品 キユーピー株式会社

7
臭味の低減された鶏肉加工食品の製
造方法

オルガノ株式会社 42 揚げ物及びショートニング 花王株式会社

8 トリ肉の唐揚げの製造方法 東和化成工業株式会社 43 電子レンジ対応フライ食品 有限会社パルコフーズ

9 冷凍唐揚の製造法
日本ケンタッキー・フライド・
チキン株式会社

44
鳥獣畜肉発酵加工食品、その製造方
法及びその利用

株式会社ムッターハム

10
軟らかい肉質をもつ食肉缶詰の製造
法

雪印食品株式会社 45 マイクロ波加熱用冷凍食品 ユニコロイド株式会社

11 家禽肉または獣肉片の処理加工方法
ヘスター．インダストリーズ．
インコーポレーテッド

46 食品における核酸旨味成分保持剤 鐘淵化学工業株式会社

12 フレーク状食品の製造法 マルハ株式会社 47 鶏肉擂り身揚げ物の製造方法 福寿　幸一

13 食品日持向上剤および保存性食品 エーザイ株式会社 48 低カロリー肉団子 キユーピー株式会社

14 肉加工食品 味の素株式会社 49 畜肉用品質改良剤 奥野製薬工業株式会社

15
鶏肉加工製品および鶏肉加工製品用
品質改良組成物

オルガノ株式会社 50 食肉加工品の製法 不二製油株式会社

16
ノンフライ即席揚げ物様食品及びその
製造方法

ハウス食品株式会社 51 食肉組成物
カムピナ　メルクニー　ビー
ブイ

17
牛蒡等野菜を含有するチキン・ロール
及びその製造法

有限会社鳥末食品 52
鶏肉を原料とする珍味食品の製造方
法

豊岡　良美

18
冷凍揚げ物食品調製用油脂組成物及
びこれで揚げた食品

花王株式会社 53 手羽先つぶにんにくの製造方法 脇　勇

19 比内地鶏の肉ダンゴ及び同スープ鍋 有限会社豊完商産 54 乾燥鶏肉及びその製造方法 安室　朝由

20 鶏肉を混合した水産練製品 今泉　進 55 鶏肉の唐揚げ及びその製造方法 日本水産株式会社

21 小片被覆組成物
ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシャープ

56
肉類加工食材の製造方法および肉類
加工食材

澤産業株式会社

22
揚物用うち粉及びそれを用いた調味酢
漬け揚物の製造方法

キユーピー釀造株式会社 57 一串包装やきとり
株式会社全国チェーン竜
鳳

23
即席油調タイプの揚げ物用の冷凍食
品およびその製造方法

フジフーズ株式会社 58 食品用調味料製剤 エーザイ株式会社

24
即席揚げ物用の冷凍食品およびその
製造方法

フジフーズ株式会社 59 軟骨入りウィンナ・ソーセージ 東富士農産株式会社

25
血中コレステロール上昇抑制作用を有
する食肉製品

日本ハム株式会社 60
鳥の肉を主材とするハム及びそれの製
造方法

有限会社豊臣食品工業

26 畜肉製品の製造方法 太陽化学株式会社 61 そぼろの製造方法 有限会社四季菜

27 脂肪を含まない肉
クラフト・フーヅ・インコーポ
レーテッド

62
禽肉へのオメガ３高度不飽和脂肪酸の
取り込み効率を向上させるための方法

オメガテック　インコーポレイ
テッド

28
低リン、低カリウム化処理してなる肉類
及びその製造方法

亀田製菓株式会社 63 畜肉加工品 鐘淵化学工業株式会社

29
食肉改質剤及びこれで処理した食用
肉片

花王株式会社 64
真空調理チキンおよびチキンの真空
調理方法

三井観光商事株式会社

30
畜肉加工品の品質改良剤および畜肉
加工品の製造方法

オルガノ株式会社 65
肉、イカ、タコを用いた棒状バラエテ
イー食品。

細野　晃

31 蒸・焼肉製品 福田食品工業株式会社 66 つくね・まんじゅう 渡辺　頼子

32 食品を製造する方法
ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシャープ

67 削り節の製造方法と削り節 徳島県

33 食肉の色調安定化法 キッコーマン株式会社 68
畜肉練り製品の製造方法および製造
装置

株式会社鐘崎

34 鶏肉入り練製品及びその製造方法 大留蒲鉾株式会社 69 電子レンジ調理串刺しやきとり
株式会社全国チェーン竜
鳳

35 食品の成型及び串刺し用成型装置 チャン　スー　チェン 70
油ちょう用鶏肉加工品及びその製造方
法

キユーピー株式会社
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