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1 納豆及びその製造方法 コンビ株式会社 34 高ルテイン含有大豆 タカノフーズ株式会社

2 ビタミンＫ２濃縮物の製造法 株式会社Ｊ－オイルミルズ 35
α－グルコシターゼの阻害剤を多量生
産する菌株およびその製造方法

江原大学校　産学協力団

3 納豆菌培養エキス
株式会社日本生物科学研
究所

36 納豆の製造法 土田　良子

4
納豆被覆シート及び該納豆被覆シート
を用いた納豆収納容器

有限会社クレーバリュー 37 冷凍納豆とその製造・流通販売方法 関　浩一

5 保健栄養食品の製造方法 株式会社エンザミン研究所 38
ナットウキナーゼの標準活性値を測定
する方法

人宇生物科技股▲ふん▼
有限公司

6 ビタミンＫ２の回収方法
株式会社日本生物科学研
究所

39
大麦を発酵に付したものを有効成分と
する血管新生阻害の作用を有する組
成物

三和酒類株式会社

7
バチルス属細菌の培養物からビタミン
Ｋ２を分離する方法

チッソ株式会社 40 納豆とその製造方法 野呂　勇人

8 納豆収納容器 株式会社吉野工業所 41
ピニトール高含有納豆の製造方法及
びピニトール分解活性欠損納豆菌

北興化学工業株式会社

9 納豆の製造方法
株式会社ミツカングループ
本社

42
コラーゲン増加作用を呈するウルソ酸
誘導体、それからなる食品製剤、化粧
品及び抗炎症剤

二村　芳弘

10 ムチン含有飲料 葛生　幹夫 43
中性脂肪減少作用を呈するアリイン脂
肪酸結合体、それからなる食品製剤、
化粧品及び抗肥満剤

二村　芳弘

11 長尺物連結装置 タカノフーズ株式会社 44 糸状菌およびその用途
くめ・クオリティ・プロダクツ
株式会社

12
蓋易分離型一体成形容器およびその
製造方法

タカノフーズ株式会社 45
納豆粘質によるミュータンス菌抑制効
果

石井　俊司

13 納豆の製造方法 タカノフーズ株式会社 46 新規な豆乳飲料 山田　武敏

14 納豆容器 株式会社吉野工業所 47 システインプロテアーゼ及びその利用
株式会社ミツカングループ
本社

15 アロエベラ加工食品とその製造方法 宮城　直喜 48 成長ホルモン分泌促進剤 花王株式会社

16 納豆容器 株式会社吉野工業所 49 納豆及びその製造方法
株式会社ミツカングループ
本社

17 納豆容器 株式会社吉野工業所 50
グルタミン合成酵素遺伝子、該遺伝子
の発現が増強された納豆菌、及び該
納豆菌を用いて製造された…

株式会社ミツカングループ
本社

18 水中油型乳化食品用抗酸化剤 味の素株式会社 51 納豆容器 東レ株式会社

19
納豆包装体とそれを用いた納豆の製
造方法

タカノフーズ株式会社 52 納豆及びその製造方法 原田　加代子

20 ムチン含有水溶液の製造方法 葛生　幹夫 53 ナットウキナーゼ活性測定装置
人宇生物科技股▲ふん▼
有限公司

21 納豆用蒸煮大豆の製造方法
株式会社ミツカングループ
本社

54
蓋易分離型一体成形容器およびその
製造方法

タカノフーズ株式会社

22
豆類を原料とする醸造食品の製造方
法

株式会社櫻製作所 55 栄養補助・健康食品 株式会社サンポップ

23
生きた細胞または組織を包含するカプ
セル

森下仁丹株式会社 56
米飯用ほぐし剤および米飯の製造方
法

アサマ化成株式会社

24 豆乳の発酵システム 山田　武敏 57 味噌仕込み納豆およびその製造方法
くめ・クオリティ・プロダクツ
株式会社

25
レバン分解酵素低活性納豆菌及びレ
バン高含有納豆

株式会社ミツカングループ
本社

58
バチルス・ズブチリス菌株およびこれを
用いた納豆の製造方法

木内　幹

26 納豆容器 齋藤　英孝 59 納豆菌及び納豆の製造方法 タカノフーズ株式会社

27 撹拌済み納豆およびその製造方法。
総合エネルギー研究所株
式会社

60
タケノコ発酵食品の製造方法及びタケ
ノコ発酵食品

山口県

28 抗酸化剤およびその製造方法 保芦　将人 61 納豆ごはんのセット 岩原　弘子

29
フィターゼ酵素低活性納豆菌及び長
期安定な納豆

株式会社ミツカングループ
本社

62 納豆スナック及びその製造方法 昭和産業株式会社

30 長尺物連結装置 タカノフーズ株式会社 63
水納豆飲料及び水納豆アイスの製造
法

濱田　正喜

31 納豆の製造方法 日東食品株式会社 64 粘稠物容器 永井　真澄

32 納豆用容器 福岡丸本株式会社 65
保冷バックとそれを用いた商品の配送
方法

積水化成品工業株式会社

33
納豆被覆シート及び該納豆被覆シート
を用いた納豆収納容器

有限会社クレーバリュー 以下７点省略
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