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1
種核成分含有梅干食品の製造方法及
びその製造方法により製造された種核
成分含有梅干食品

福岡丸本株式会社 36 抗腫瘍性飲食品及び抗腫瘍剤 伊藤　均

2 トレハロースを使用した梅肉シート
株式会社林原生物化学研
究所

37 果肉加工食品 株式会社湯の国

3 飲料用濃縮梅果汁の製造方法 中野ＢＣ株式会社 38 梅乾燥用トレー及び梅の乾燥方法 山中　仁司

4 黒酢飲料 株式会社ヤクルト本社 39 乾燥果物・野菜食品の製造方法。 有限会社　サント電業

5 透明梅エキスの製造方法 株式会社サンアクティス 40 口腔ケア製剤 株式会社東農園

6 梅肉ジャムとその製造方法 株式会社小堀酒造店 41 味付き削り節、及び、その製造方法 田嶋　たつ枝

7
梅実の天日干し用のセイロを用いた天
日干し装置

福田　勇 42
小型ポーションカップに、梅果実１粒と
シロップを封入した、梅果実のシロップ
漬け。

澤田　惠史

8 シソジュースの製造方法 根津商事株式会社 43 新規生物系材料およびその製造方法
財団法人大阪産業振興機
構

9 梅果実の種抜き加工装置 村岡食品工業株式会社 44 梅干の種抜き装置 有限会社浜地鐵工所

10
抗菌力試験法および抗耐性ピロリ菌
薬、ピロリ菌の発生を予防する方法な
らびに梅抽出物の使用方法

株式会社紀州ほそ川 45 梅実干し器 福田　勇

11 梅酢味噌の製造方法及び梅酢味噌 田中　千賀子 46 梅酢味噌の製造方法及び梅酢味噌 田中　千賀子

12
冷凍梅干、冷凍練り梅、および冷凍成
型練り梅

梅本　美和子 47 梅肉エキスの製造方法 中野ＢＣ株式会社

13 小田原漬け 内藤　奎 48
非懸濁性梅果汁及び非膨張・非発泡
性梅肉エキスそれぞれの製造方法

中野ＢＣ株式会社

14 梅酢の再利用方法 フジケミカル株式会社 49 アポトーシス誘導剤 樋▲廻▼　博重

15 梅肉エキスの製造方法 入江　昭治 50
植物性素材の単細胞化装置および単
細胞化植物の製造方法

赤澤　基

16 α－グルコシダーゼ阻害剤 みなべ町 51 牛の飼育方法 チョーヤ梅酒株式会社

17 梅干しの種抜き装置 南紀梅干株式会社 52 加工食品の菌増殖抑制方法 中田食品株式会社

18
健康維持用調理食品及びその調理方
法

中元　千鶴 53 梅調味液を利用した飼料添加物 株式会社東農園

19
核果類ペーストの製造方法と該製造に
用いる種子とペースト果肉との分離装
置

加藤　公光 54 養毛用ドリンク液 梯　静枝

20 漬け物の製造方法及び無塩梅 岡芹　宣治 55 ペースト状梅漬 有限会社紀の国食品

21 減塩梅干の製造法 味の素株式会社 56 飲食物ベース組成物 株式会社匠味創房

22
加工梅干し、加工梅干しの製造方法
および健康食品

坂田　昌三 57 飼料用添加物 神協産業株式会社

23 小梅塩昆布酢漬け方法 加藤　かほる 58 梅ワインおよびその製造法 マンズワイン株式会社

24 食品および食品の製造方法 海陸　はま子 59 生薬エキス配合流動食及びその使用 カネボウ製薬株式会社

25
梅酢液並びにカキ殻を高機能性資源
に再生する方法

小原　弥一 60 歯周病予防剤とその製造法 高橋　憲一

26 乾燥粉末食品 株式会社アミックグループ 61 生物由来成分抽出法 大日本化成株式会社

27
梅干の種を原料とする洗浄剤組成物と
歯磨き剤。

学校法人重里学園 62 粉末状梅肉エキス組成物 株式会社楽

28 飲食品 株式会社ヤクルト本社 63
非混濁性香辛料風味梅酒およびその
製造方法

中野ＢＣ株式会社

29 健康キムチおよびその他の漬物 廣瀬　行博 64 高甘味度甘味料含有飲料 大正製薬株式会社

30
果実の種（仁）の成分を含有した飲料
水、アルコール飲料水、及びその製造
方法。

長浦　善昭 65
抗菌性物質を含有する発酵液及びそ
の製造方法並びに抗菌性物質の製造
システム

株式会社東農園

31
バイオマスを再生循環した水中汚泥固
化剤並びに装置

小原　弥一 66 紅麹菌等利用甘酒とその製造方法。 伊藤　良孝

32
血流悪化防止作用を有する組成物、
及びそれを含有する飲食品

廣瀬　行博 67
青梅又は完熟梅の加工処理装置並び
に梅製品製造方法

田中　勇次

33
クエン酸含量を高めた梅加工食品の
製造方法

株式会社　岡畑農園 68 のど痛み風邪を治すのどジュース 富田　藤子

34
機能性梅干し及び機能性梅干しの製
造方法

宇都宮　洋才 69 オートファジー誘導用飲食品 日本アプリコット株式会社

35
果実の種（仁）の成分を含有した飲料
水、アルコール飲料水、及びその製造
方法

長浦　善昭 70 果実リキュールの製造方法 日の丸醸造株式会社
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