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1 液状食品素材及びその製造方法 日本食品化工株式会社 36 肉代替食品素材の製造方法 石田　美由紀

2
気泡入りコンニャクの製造方法および
そのための製造装置

株式会社宮川商店 37 栄養補助食品 株式会社ニッシ

3 飲食品及びその製造方法 日本食品化工株式会社 38 凝固食品及びその製造方法 ハウス食品株式会社

4 可食性スポンジ状ゲル 旭化成ケミカルズ株式会社 39 植物由来の難消化性成分高含有素材 大関株式会社

5 こんにゃく及びその製造方法
株式会社ミツカングループ
本社 40 こんにゃく加工食品の製造方法 有限会社梅木商店

6 豆腐用緩衝液 株式会社南華園 41 速溶性コンニャクマンナンの製造方法 清水化学株式会社

7 腸内有用菌定着増殖促進食品 株式会社生活文化舎 42 食品のＧＩ値低減方法 伊那食品工業株式会社

8 食品中の色素及び水分移行防止方法 清水化学株式会社 43 粒入り飲料およびその製造法 川野　信久

9
水分散性セルロースおよびその製造方
法

旭化成ケミカルズ株式会社 44 新素材こんにゃくおよびその製造方法
ハイスキー食品工業株式会
社

10 ＩｇＥ抗体抑制剤および食品 西川ゴム工業株式会社 45
ゲル化剤膨潤抑制剤、それを用いた吸
い口付き密封容器入りゼリー状食品及
びゲル化剤膨潤抑制方法

クラシエフーズ株式会社

11
酸処理キチン・キトサンおよびキチン・
キトサンペースト

林　哲正 46
搬送装置及びそれを備える組合せ計
量装置

株式会社イシダ

12
コラーゲン産生促進剤及びそれを含む
美容用飲食品

ユニチカ株式会社 47 栄養補助食品
株式会社上田ホールディン
グス

13 湯戻り性が改良された米麺 味の素株式会社 48
魚肉とコンニャクとが融合してなるクリ―
ミーな食感を有する新規なゲル状食品
の製造方法及びゲル状食品。

加藤　武憲

14 消化管粘液の産生促進剤 花王株式会社 49 コンニャクの利用方法 昭和商事株式会社

15
低分子化グルコマンナンの製造方法及
びグルコマンナン粉

株式会社荻野商店 50
こんにゃくラーメンの生産方法とその製
品

有限会社　八藤屋食品

16 麺類用食感改良剤
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社 51 飲料組成物及びその製造方法 ユーハ味覚糖株式会社

17
水分散性セルロースと少なくとも１種の
多糖類を含有する増粘剤

旭化成ケミカルズ株式会社 52 ダイエット中の体重減少停滞の抑制 サントリー株式会社

18
水分散性セルロースと多糖類を含有す
る安定剤

旭化成ケミカルズ株式会社 53 機能性食品素材とその製造方法 ヤヱガキ醗酵技研株式会社

19
γ－アミノ酪酸とスフィンゴ脂質を含有
する皮膚機能改善剤

ユニチカ株式会社 54 腹持ち持続剤及び飲食品 松谷化学工業株式会社

20
水分散性セルロースと多糖類を含有す
る増粘安定剤

旭化成ケミカルズ株式会社 55 膨満感食材 株式会社ファーストステップ

21 健康食品 三基商事株式会社 56
長時間加熱することなくおでん味がし
み込むおでんこんにゃく

ハイスキー食品工業株式会
社

22 増粘多糖類含有食物繊維組成物 清水化学株式会社 57 管状こんにゃく成形装置 有限会社園工作所

23
蒟蒻のり押出用目皿と蒟蒻製造方法と
蒟蒻

カネマタ食品工業株式会社 58 ベークドケーキ及びその製造方法 三菱化学株式会社

24 ３成分からなる増粘ゲル化剤 旭化成ケミカルズ株式会社 59 咀嚼・嚥下補助剤 松谷化学工業株式会社

25 ダイエット用食品組成物 株式会社東洋発酵 60
長期保存に適したこんにゃくの製造方
法および保存食品

ＥＴＦ株式会社

26
フルーツプレパレーションとそれを使用
した層状ヨーグルト

旭化成ケミカルズ株式会社 61 麺状こんにゃくの製造方法 ＥＴＦ株式会社

27 水溶性高分子乾燥組成物 旭化成ケミカルズ株式会社 62 新規な膨化食品 株式会社カネカ

28 こんにゃくおよび製造方法 野田　明敏 63
グルコマンナン、キサンタンガムおよび
アルギナートを含む食物繊維組成物

ナチュラル　ファクターズ
ヌートリショナル　プロダク
ツ，　リミテッド

29 耐熱性ゲル化剤 旭化成ケミカルズ株式会社 64
新規アラビノガラクタン及び抗糖尿病作
用物質並びにその使用方法

富士産業株式会社

30
タンパク質が富化された豆腐コンニャク
及び、おからコンニヤクの製造方法

株式会社ビーテイン研究所 65
体内脂肪の分解促進作用を有する組
成物及びそれを含有する食品又は食
品配合剤

株式会社岡安商店

31
コンニャク粉の液状化による低カロリー
コンニャク飲料、低カロリー食品、自然
化粧品の製造方法

株式会社ビーテイン研究所 66 食品素材及びこれを用いた食品。 丹野　邦男

32 肥満防止剤及び食用組成物 ビーエイチエヌ株式会社

33 インスタント食品
アサヒフードアンドヘルスケ
ア株式会社

34 マーカータンパク質発現制御剤 太陽化学株式会社

35 コンニャク含有食品及びその製造方法 株式会社アイプティ 以上66点収録
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