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1 食品の製造方法 味の素株式会社 35 ソーセージ風腸詰め調理飯 木村　誠二

2 卵被覆米飯状物及びそのフライ 小松　鋭志 36 個食トレー入り食品及びその製造方法 株式会社加ト吉

3 米飯用改良剤及び米飯の製造方法 太陽化学株式会社 37 加工米飯の製造方法及び加工米飯 株式会社コメック

4 炒飯用改質剤 太陽化学株式会社 38 早炊き米の製造方法 味の素株式会社

5 食品用保存剤 横浜油脂工業株式会社 39 乾燥の五目御飯 徳永　貞喜

6 炊飯用油脂組成物
株式会社ホーネンコーポ
レーション

40
米飯用改質剤および米飯用改質剤を
含有した米飯食品

味の素株式会社

7
ライス生地製造方法及び、冷凍ライス
生地製造方法

マルアキフーズ株式会社 41 穀類加工食品の品質改良 不二製油株式会社

8
加熱凝固した熱凝固性タンパク質で
コーティングされた冷凍米飯およびそ
の製造方法

森永製菓株式会社 42 炊飯システム 株式会社アイホー

9 トースト巻きおよびその製造方法 近藤　博信 43
焼目付き調理済み若しくは焼目付き調
理用半調理済み冷凍加工穀類及びそ
の製造方法

株式会社富士食品

10 米飯の連続炒め装置及び方法 株式会社コメック 44
米の乾燥焼飯に被覆した具素材の粉
末被覆粒具

徳永　貞喜

11
炒飯用飯の炊飯方法及び炒飯の製造
方法

日本酸素株式会社 45 炒めごはん用濃縮調味液 江崎グリコ株式会社

12
調味料組成物及び該調味料組成物を
用いてなる食品の製造方法

味の素株式会社 46 食品素材及び加工食品
マイクロソイ　コーポレーショ
ン

13 冷凍炒め飯の製造法 株式会社ニチレイ 47 炊飯用乳化油脂組成物 株式会社タイショーテクノス

14 炒めご飯用乳化状調味料
株式会社ミツカングループ
本社

48
ばいせん膨張乾燥焼飯の乾燥の五目
御飯及び熱油で揚げた膨張乾燥焼飯
の油分希釈方法

徳永　貞喜

15 加工米飯の製造方法および加工米飯
株式会社ホーネンコーポ
レーション

49
穀類用ほぐれ向上剤および該ほぐれ
向上剤を添加した穀類加工食品

株式会社武蔵野化学研究
所

16
バラケ性の改良された米飯および米飯
のバラケ性改良法

株式会社片山化学工業研
究所

50
卵風味および焦げ風味を有する調味
料

味の素株式会社

17 カレー風味液状調味組成物 ヤマサ醤油株式会社 51
加工米飯用ほぐし剤及びそれを用い
た加工米飯の製造方法

株式会社Ｊ－オイルミルズ

18
味付け飯、その味付け飯の製造方法
及び味付け飯の素

伊那食品工業株式会社 52 米飯用品質改良剤 太陽化学株式会社

19
風味原料素材、及びそれを含有する
飲食品

味の素株式会社 53 包装食品と食品の包装調理方法 赤松化成工業株式会社

20 易食米飯類及びその揚げ物 浅野　幸紀 54 包装食品と食品の包装調理方法 赤松化成工業株式会社

21 炒め物用調味料及びその製造方法 ハウス食品株式会社 55 包装食品と食品の包装調理方法 赤松化成工業株式会社

22 粉末状の食品保存改良剤 東和化成工業株式会社 56 包装食品と食品の包装調理方法 赤松化成工業株式会社

23
アウレオバシジウム培養液を含有する
食品

尾仲　康史 57
水溶性油脂調製物、その製造方法お
よび利用

辻製油株式会社

24 粒状食品の加工装置 株式会社東洋製作所 58
穀物加工食品用のほぐれ改良剤、並
びに、穀物加工食品及び穀物加工食
品製造方法

昭和産業株式会社

25
米飯用改質剤および該米飯用改質剤
を含有した米飯食品

味の素株式会社 59 包装食品と食品の包装調理方法 赤松化成工業株式会社

26
調理飯用液状調味料及びそれを用い
た調理飯の製造方法

カネボウ株式会社 60 攪拌羽根及びこれを用いる攪拌装置 フジフーズ株式会社

27
穀類加熱調理済み食品の物性改良方
法およびこれを用いた穀類加熱調理
済み食品

江崎グリコ株式会社 61 炒め飯の製造方法 味の素株式会社

28
ソフトカプセル化した食用液状油組成
物

丸善製薬株式会社 62 米飯焦げつき防止製剤 大塚薬品工業株式会社

29 カップ容器入りオムライス様食品 キユーピー株式会社 63 卵風味を有する米飯の製造方法 味の素株式会社

30
油性調理飯を用いた成形飯の製造方
法

鈴茂器工株式会社 64 加工食品用調味料 日本たばこ産業株式会社

31 炊飯用油脂組成物
株式会社ホーネンコーポ
レーション

65 調味液付き冷凍食品 味の素株式会社

32 炊飯米用改質剤 第一工業製薬株式会社 66
電子レンジ用米飯包装体およびその
製造方法

大日本印刷株式会社

33 米飯の連続炒め装置 味の素株式会社 67
加工米飯、加工米飯調理物および加
工米飯の製法

ヱスビー食品株式会社

34 米飯用品質改良剤及び米飯 太陽化学株式会社
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