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1
氷菓タイプの単細胞化食品及びその
製造方法

有限会社ケイネット・コム 35 焼酎又は清酒の香味改良剤 宝酒造株式会社

2
使い切り密封小型容器入り飲料シロッ
プ

アサヒビール株式会社 36 アルコール飲料 合資会社大和一酒造元

3 梅酒の製造方法 メルシャン株式会社 37
ポリガラクツロナーゼを用いた酒類の
製造法

独立行政法人酒類総合研
究所

4
フェリクリシン合成経路新規遺伝子、お
よびそれを用いたフェリクリシン非産生
麹菌の作出法

岩手県 38 昆布焼酎の製造方法および昆布焼酎 藤井　裕

5 水含有物質の処理方法
株式会社ナチュラルグルー
プ本社

39 蒸留酒の製造方法及び蒸留装置 宝酒造株式会社

6 牛乳焼酎 合資会社大和一酒造元 40 液体麹の製造方法 アサヒビール株式会社

7 雑穀焼酎及びその製造方法 株式会社とんでんなか 41
液体種麹の製造方法並びに該液体種
麹を使用した液体麹の製造方法

アサヒビール株式会社

8 水素含有酒類及びその製造方法 室田　渉 42
液体麹酒母の製造方法とそれを用い
た酒類の製造方法

アサヒビール株式会社

9 焼酎原料液化液の調製法 エイチビィアイ株式会社 43
そば粉造粒体並びに造粒そば麹の製
造方法、それらを用いた酒類の製造方
法、そばを用いた酒類製造…

雲海酒造株式会社

10 酒類の精製方法 ニッカウヰスキー株式会社 44 柚子梅酒 林　秀雄

11 高香味穀類蒸留酒の製造方法
株式会社トロピカルテクノセ
ンター

45 ノニ酒の製造方法 亀島　克明

12
焼酎乾燥酵母とその製法、及びそれを
用いた焼酎の製造方法

日本酒造組合中央会 46 液体麹の製造方法 アサヒビール株式会社

13
麹菌の培養方法、それにより得られた
麹菌培養物およびそれを用いた発酵
飲食品の製造方法

協和醗酵工業株式会社 47 アルカリ性焼酎及びその製造方法 エスオーシー株式会社

14 アルコール飲料の製造方法 藤田　新次郎 48 梅焼酎の製造方法 中野ＢＣ株式会社

15 泡盛・焼酎のお湯割提供方法 株式会社　夢幻居 49 焼酎の製造方法
アサヒ協和酒類製造株式会
社

16 焼酎の製造方法 松本　勝美 50 仕込み用撹拌装置 明新工業株式会社

17 健康飲料
株式会社　ウイル・コーポ
レーション

51 雑酒 近藤緑化株式会社

18
ＹＩＬ１６９Ｃ、ＹＯＬ１５５Ｃ、ＭＵＣ１遺伝
子を利用した醸造用酵母の判別法

独立行政法人酒類総合研
究所

52 新規な醸造用酵母 七尾　淳也

19
癌や動脈硬化の予防に良いとされる有
効成分″ポリフェノール″を有する焼
酎及び大麦の香りと風味を…

浅沼　誠司 53 焼酎製造方法 国立大学法人　熊本大学

20
肉桂リキュールの製造方法及び肉桂リ
キュール

大庭　正道 54 焼酎の処理方法 堀池　楽次郎

21 冷却分離装置 大嶺　文枝 55 梅風味蒸留酒の製造方法 中野ＢＣ株式会社

22 焼酎の製造方法 日本酒造組合中央会 56 職権入力 長浦　善昭

23
亜硫酸耐性を有するおよび／または硫
化水素産生能の低下した酵母の造成
方法

アサヒビール株式会社 57 真空冷凍乾燥粉末焼酎製法 庄内開発有限会社

24
溶液の超音波分離方法とこの方法に
使用される超音波分離装置

超音波醸造所有限会社 58 玄米を用いる液体麹の製造方法 アサヒビール株式会社

25 焼酎 合資会社大和一酒造元 59
豆類又は芋類を用いる液体麹の製造
法

アサヒビール株式会社

26 そば焼酎及びその製造方法 宝酒造株式会社 60
サクラ果実の圧搾液・圧搾粕抽出液・
アルコール抽出液、およびそれを用い
た飲料・着色料…

青森県

27 酒類の精製方法および精製装置 オルガノ株式会社 61 新しい抽出方法の発見 長浦　善昭

28
イグサ仕込みアルコール飲料の製造
方法およびアルコール飲料

イナダ有限会社 62 雑穀類を用いる液体麹の製造法 アサヒビール株式会社

29 生葉の加工処理物及びその利用 宝酒造株式会社 63
上面ビール酵母を用いた焼酎の製造
方法

アサヒビール株式会社

30
粉体麹の製麹方法およびその粉体麹
を用いた飲食品

アサヒビール株式会社 64
液体麹と固体麹を併用した酒類の製
造方法

アサヒビール株式会社

31 焼酎の多段蒸留方法及び装置 日本酒造組合中央会 65 新しい抽出方法の発見 長浦　善昭

32 まむし酒の製造方法 渡辺　充

33 タンク外壁面清掃装置 雲海酒造株式会社

34 アルコール飲料の製造方法 サッポロビール株式会社 以下２０点省略

焼酎の製造加工方法　　No.10078

[公開編]　　平成16年～平成18年（3年間）　　　85点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥26,775    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥26,775 　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥39,900　）


	9678‹Äﬁà†Ł…K…C…h„^.pdf
	案内


