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1 飾り用模擬果実 有限会社　タイヨー 41 ダッタン切餅 板垣　一寿

2
きび団子及びその製造方法と製造装
置

福永　勝 42 飾り用模擬果実 有限会社　タイヨー

3 団子生地の製造方法及び製造装置 株式会社玄 43 餅 越後製菓株式会社

4 開封容易な鏡餅の形成包装方法 大日本印刷株式会社 44 餅 越後製菓株式会社

5 付着防止剤及び付着防止方法 不二製油株式会社 45
海苔を原料とした健康食品およびその
製造方法

リ　スン　ウ

6 焼き餅風焼成食品 松谷化学工業株式会社 46 餅包装体 大日本印刷株式会社

7 揚げ餅及び揚げ餅の製造方法 日本製粉株式会社 47 常温保存性食品の製造方法 ハウス食品株式会社

8 餅様フライ食品の製造方法 日本製粉株式会社 48 常温保存性食品の製造方法 ハウス食品株式会社

9 餅様食品 株式会社大槻食品 49 食品収納容器及び該容器の製造方法 佐藤　勇

10 装飾用鏡餅 越後製菓株式会社 50
冷凍雑煮及びその冷凍雑煮の製造方
法

関　靖夫

11 加工餅の製造方法 榮屋株式会社 51 携帯食品 吉田　美穂

12 トレハロース含有組成物
株式会社林原生物化学研
究所

52 テーマを決めた土産物セット 佐久間　治右エ門

13 餅 越後製菓株式会社 53
栄養補助食品である納豆餅（冷凍可
能）

原田　貴夫

14 餅状低カロリー食品 齋藤　可奈江 54 餡・餅入り焼菓子及びその製造方法 株式会社加ト吉

15 餅菓子の製造法 松谷化学工業株式会社 55 飾り用模擬果実 有限会社　タイヨー

16 巨大胚米加工食品の製造法
独立行政法人農業・食品産
業技術総合研究機構

56 金粉または銀粉入り食品および嗜好品 齋藤　英孝

17 食品改質剤
ナガセケムテックス株式会
社

57 模擬果実一体式の飾り餅容器 有限会社　タイヨー

18 包装鏡餅用飾り台 大日本印刷株式会社 58 模擬果実一体式の飾り容器 有限会社　タイヨー

19 飾り具 越後製菓株式会社 59
血糖値上昇抑制等組成物、血糖値上
昇抑制等食品、および二糖類水解酵
素活性阻害組成物

長崎県公立大学法人

20 包装鏡餅用飾り台 大日本印刷株式会社 60 飾り鏡餅 越後製菓株式会社

21 包装鏡餅用飾り台 大日本印刷株式会社 61
バンコマイシン耐性腸球菌（ＶＲＥ）や
耐性黄色ブドウ球菌（ＭＲＳＡ）等に対
する抑制成分をもち…

佐久間　和夫

22 鏡餅形状の成形品の製造方法 ヤシマ化学工業株式会社 62 発芽玄米餅の製造方法 火ノ口　弘毅

23 焼餅及びその製造方法
株式会社オオヤマフーズマ
シナリー

63 発芽黒ゴマ、抹茶入りあんの製造 株式会社渡英商店

24 鏡餅包装体 株式会社　日東あられ新社 64 穀類加工食品のほぐれ性の改良剤 大日本住友製薬株式会社

25 鏡餅包装体 株式会社　日東あられ新社 65 混合餅 長廻　精司

26 飾り重ね餅用重ね飾り体 株式会社エーコー 66 和菓子 藤井　嘉之

27
鏡餅型お供え容器と、その大容器並び
に小キャップの製造法

有限会社ナカイ 67
組成物における水分の変動を抑制す
る方法とその用途

株式会社林原生物化学研
究所

28 お好み焼き用生地及びその製造方法 岡崎　清一 68 重ね形食品 しみず食品株式会社

29
マイクロ波による餅調理用具及び調理
方法

新保　勇 69 餅切断機 齋藤　可奈江

30
大豆胚芽入りおからの骨成分増加組
成物及び該組成物を含む機能性食品

有限会社ダイハナ 70 鏡餅用の飾り具および鏡餅 株式会社エーコー

31
各種模様を有する食品およびその製
法

ヱスビー食品株式会社 71 餅状食品
株式会社ニチレイフーズ・
プロ

32 蒸米方法とその装置 有限会社ナカイ 72
鏡餅用包装箱及びそれを用いた鏡餅
包装体

大日本印刷株式会社

33
電子レンジ調理用餅食品及びその製
造方法

株式会社ファンケル 73
装飾品，それを利用したしめ飾り及び
鏡餅

有限会社　種田商店

34 電子レンジ加熱用冷凍デザート食品 株式会社ニチレイフーズ 74 餅つき機 三木　一生

35 鏡餅 有限会社　タイヨー 75 玄米くず餅 岩本　真智子

36 きりたんぽ 石川　次夫

37 揚たがね餅の製造方法 亘　利治

38 塩酸添加食酢とアミノ酸化学調味料 小川　新太郎

39 食品開封シール 株式会社サトー

40
ハスの破砕物または抽出物を含む抗
アレルギー剤

株式会社日本アレルギー
応用研究所
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