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1 米ぬか加工食材およびその製法 株式会社のざわ 34
大豆粉パン及びその製造方法並びに
粉粒状大豆粉パンの製造方法

有限会社シトギジャパン

2
含泡食品用粉体組成物及びそれから
得られる含泡食品

パウダーテクノコーポレー
ション有限会社

35
米粉パンの製造方法及び粉粒状米粉
パンの製造方法

有限会社シトギジャパン

3
グルテン代替品、その製造方法並びに
グルテン代替品を用いたパン類及び
菓子類の製造方法

日の本穀粉株式会社 36 パンの製造方法 敷島製パン株式会社

4 玄米粉の製造方法と加熱装置 井本　武 37 極低蛋白パン及びその製造方法
株式会社バイオテックジャ
パン

5 穀物粉用鉄強化剤 太陽化学株式会社 38 低蛋白玄米及びその製造方法
株式会社バイオテックジャ
パン

6 低蛋白パンの製造方法
株式会社バイオテックジャ
パン

39 加熱玄米粉の製造方法 井本　武

7 パン類の製造方法 敷島製パン株式会社 40
小麦蛋白質を含まない生地焼成食品
及びその製造方法並びに酵母発酵生
地用プレミックス

大塚　節子

8
発芽玄米入り小麦粉食品およびその
製法

奥本製粉株式会社 41
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

9 米粉パン生地の製造方法 ホシザキ電機株式会社 42 製パン方法及び製パン機 エムケー精工株式会社

10 天然物のみからなる健康食品 有限会社ライフコレクション 43 穀類加工食品及びその製造法 菱沼　稔

11
小麦グルテン微粉、その製造方法及
び製パン用粉末混合物

株式会社波里 44 含泡食品用粉体組成物
パウダーテクノコーポレー
ション有限会社

12 発芽玄米加工食品及びその製造方法 有限会社おこめへるす 45 １００％米粉を使ったパンの製造方法 学校法人四国大学

13 加工米食品及びその製造法 菱沼　稔 46
増加した総食物繊維を有するフラワー
組成物、その製造プロセスおよび使用

ナショナル　スターチ　アン
ド　ケミカル　インベストメント
ホールディング…

14 パンの製造方法 平内　憂子 47 自動製パン機 エムケー精工株式会社

15 凍結乾燥米の製造法 菱沼　稔 48 米粉の製造方法とその用途
株式会社林原生物化学研
究所

16 ドウ組成物 信越化学工業株式会社 49
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

17
パン製造用の米粉及び米粉を用いた
パンの製造方法

新潟県 50 不快味及び／又は不快臭の低減方法
株式会社林原生物化学研
究所

18
生地を氷温熟成させたパン及びその
製法

株式会社翼 51 脂質調節剤及びその用途
株式会社林原生物化学研
究所

19
米粉を主原料とした含泡食品生地形
成方法と含泡食品生地、及びこれらを
用いたパン風味含泡食品と…

天野　洋子 52
米粉を主成分とするパンを製パン機で
製造する方法

ソングァン　エレクトリック
ヒート　カンパニー　リミ
ティッド

20 パンの製造方法 星野　璋造 53 揚げ物用衣及びその製造法 菱沼　稔

21 ホームベーカリー 加藤　進 54 パンの製造方法
有限会社タケノプランニン
グ

22 米粉の製造方法 北海道 55
フライ用米パン粉、フライ用冷凍食品
の製造方法およびフライ用冷凍食品

東洋水産株式会社

23
米粉を主原料とするパン類及びその製
造方法

瀧谷　誠 56 餅加工食品及びその製造方法 グリコ栄養食品株式会社

24 含泡食品用粉体組成物
パウダーテクノコーポレー
ション有限会社

57 低蛋白ラスク及びその製造方法
株式会社バイオテックジャ
パン

25
インスタント加工米食品及びその製造
法

菱沼　稔 58
うるち米を主原料とする加工食品を製
造するためのプレミックス粉

加藤　進

26
米粉パン用の米粉製造方法およびそ
の米粉製造装置

株式会社　西村機械製作
所

59
低付着性で耐老化性の米飯又は米飯
加工品及びその製造方法

独立行政法人農業・食品産
業技術総合研究機構

27 パン類及びその製造方法 大橋　雄二 60 極低蛋白パン及びその製造方法
株式会社バイオテックジャ
パン

28
米粉を主原料とする発酵パンの製造
方法

株式会社林原生物化学研
究所

61
抗酸化組成物及びこれを含む食品・医
薬品・化粧品

アミモト技研株式会社

29
粉体混合物、その製造方法、混捏物、
でん粉食品およびその製造方法

有限会社ケイホットライス 62 複合加工米及びその製造法 菱沼　稔

30 お米パン 横山　功 63 米粉の製造方法、米粉及び洋菓子類 株式会社半鐘屋

31 パン組成物 大阪府 64
パン・菓子の生地、パンまたは菓子及
びその製造方法

有限会社ナチュラルイース
ト

32 パン製造方法及び自動製パン器 三洋電機株式会社 65
甘藷焼酎蒸留粕液部を使用したパン
類及びその製造方法

霧島酒造株式会社

33 米粉パンの製造方法 有限会社シトギジャパン 以下３点省略

米パンの製造加工方法　　　No.10194
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