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1
冷凍食品用凍結塊、冷凍食品、および
冷凍食品の製造方法

ヤヨイ食品株式会社 36
冷凍寿司の解凍方法と輸送用解凍容
器

信達谷　武

2
調理装置付き携帯食料又は緊急災害
用備蓄食料、およびその使用方法

船山株式会社 37
複粒化した冷凍米飯及びその製造方
法

味の素株式会社

3 米の炊飯方法
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

38 心々亭の薬膳ヤーコンちまき 心々亭茶寮有限会社

4 加工食品用調味料 日本たばこ産業株式会社 39 いなりずし加工食品 武藤　哲也

5
冷凍食品の解凍・加熱方法、包装体及
び製造方法

赤松化成工業株式会社 40 加工食品およびその製造方法 大和通商株式会社

6 調味液付き冷凍食品 味の素株式会社 41 冷凍食品及びその製造方法 河原　丘

7
電子レンジによる食品加熱方法および
電子レンジ用食品加熱セット

東洋エコー株式会社 42 複合加工米及びその製造法 菱沼　稔

8
冷凍調味液塊並びに調味液付き冷凍
食品及びその製造方法

日清食品株式会社 43 凍結米飯の製造方法 株式会社東洋製作所

9 成形米飯食品の製造方法 日本リッチ株式会社 44
冷凍発芽玄米製法（水中精米）及び冷
凍保存・流通方法

根本　武雄

10
チルドまたは冷凍米飯用改良剤及びこ
れを用いたチルドまたは冷凍米飯の製
造方法

理研ビタミン株式会社 45 食品の冷凍および解凍方法と装置 大喜多　英義

11 米飯食品の製造法 松谷化学工業株式会社 46
冷凍食品用トレー、冷凍食品パッケー
ジ、冷凍寿司パッケージ及び冷凍寿司
の解凍方法

株式会社新東京キヤリ

12 炊飯材料 株式会社ジー・エフ・アール 47
包装冷凍寿司並びにその製造方法及
び調理方法

株式会社ポーラスター

13
冷凍食品の解凍及び食品の加熱に磁
性体の性質を選択し、電子レンジを利
用し、目的とする温度の加熱を行・・・

河野　武平 48 脱気包装冷凍寿司 株式会社ポーラスター

14 冷凍にぎり寿司の包装容器 ふうどりーむず株式会社 49 包装冷凍寿司 株式会社ポーラスター

15 食品素材
株式会社日清製粉グルー
プ本社

50
低温での保存性の良い米飯類および
その製造方法

不二製油株式会社

16 棒状に冷凍成型したいくら 入船　友裕 51 高機能米の製造方法 安藤　年治

17 抗菌剤組成物 バイオ２１株式会社 52 冷凍リゾットの製造方法 日本製粉株式会社

18 冷凍食品の解凍方法及び装置 株式会社前川製作所 53
冷凍包装寿司及び冷凍包装寿司の解
凍方法

株式会社ウオフク

19 糖尿病用米粒及びそれを用いた米飯 有限会社　ＩＰＥ 54
脱気包装冷凍寿司並びにその製造方
法及び調理方法

株式会社ポーラスター

20 ばら状凍結食品の製造方法及び装置 株式会社前川製作所 55 チップス状食品の製造方法 ミシマデリカ　株式会社

21 保存用押し寿司 有限会社ハマシンフーズ 56
冷凍食品用トレー及び冷凍食品パッ
ケージ

株式会社新東京キヤリ

22 お茶漬け、雑炊等の加工米飯 有限会社いとうや 57
冷凍ます寿司用寿司飯の製造方法、
及び冷凍ます寿司の製造方法

山口アルク株式会社

23 穀類加工食品及びその製造法 菱沼　稔 58 米飯改質剤 大日本住友製薬株式会社

24 脱気包装冷凍寿司 株式会社ポーラスター 59 キューブ型凍結米飯 日本水産株式会社

25 冷凍食品及びその製造方法 有限会社モリタフードテクノ 60
脱気包装冷凍寿司並びにその製造方
法及び調理方法

株式会社ポーラスター

26 米飯用品質改良剤 理研ビタミン株式会社 61 米飯の成型方法及び成型米飯 味の素株式会社

27 米飯質改良剤
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

62 冷凍用米飯の製造方法 株式会社フードケアリ

28 米飯食品の製造方法 味の素株式会社 63 冷凍米炊飯方法 株式会社きむかつ舎

29 個食トレイおこげ米飯の製造方法 味の素株式会社 64
チルド保存用容器入り炊飯米とその製
造方法

ハウス食品株式会社

30 寿司の製造および流通システム 内田　雄一朗 65 チルドまたは冷凍米飯用改良剤 理研ビタミン株式会社

31 冷凍焼き鯖寿司及びその製造方法 有限会社　武生水産 66
容器入り冷凍食品、容器入り冷凍食品
の調理方法及び冷凍食品用の容器

ヤヨイ食品株式会社

32
米飯類の製造方法および米粉加工品
類の製造方法

秋田県 67
容器入り冷凍食品及び冷凍食品用の
容器

ヤヨイ食品株式会社

33 米飯用改質剤 日本油脂株式会社 68 耐冷性米飯 株式会社アサノ食品

34 米飯用改質剤、及び米飯類 第一工業製薬株式会社 69
冷凍機兼解凍機および被解凍物の解
凍方法

伸洋産業株式会社

35 冷凍握り寿司の製造方法 株式会社吉富魚類 以下４点省略
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