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1 カット野菜の鮮度保持法 神戸ヤマリ株式会社 33 抗肥満剤 カゴメ株式会社

2
ピーマン由来の飲食品材料及びその
製造方法

カゴメ株式会社 34 青果物の品質維持方法 荻原　勲

3 植物系食品の冷凍方法及び解凍方法 株式会社生体科学研究所 35 青果物の殺菌処理方法 ホシザキ電機株式会社

4
保冷材及びこれを用いた野菜の鮮度
維持方法

森田　英則 36 生鮮野菜の表面処理剤 福井　憲男

5
緑色植物の緑葉青汁又は緑葉青汁粉
末の製造方法

萩原　義秀 37 緑色野菜の加工方法 雪印食品株式会社

6 飲食品 寳酒造株式会社 38 青果物の鮮度保持包装体 住友ベークライト株式会社

7
ビフィズス菌増殖促進剤、ビフィズス菌
増殖促進作用を有する食品及び食品
素材並びにビフィズス菌を増殖・・・

サンスター株式会社 39
ビフィドバクテリウム属細菌の生残性改
善剤、増殖促進剤、又は、同細菌含有
醗酵物の製造方法

株式会社ヤクルト本社

8
フルクタン含有ベビーフード組成物お
よびその製造方法

ビーチ－ナット　ニュートリ
ション　コーポレーション

40 青果物の鮮度保持包装体 住友ベークライト株式会社

9 緑色野菜の製造方法 株式会社ニチレイ 41 カット野菜の鮮度保持方法 株式会社加ト吉

10
植物体の鮮度保持方法及び鮮度保持
剤

ハウス食品株式会社 42 野菜エキスの製造方法 小川香料株式会社

11 緑色野菜飲料 株式会社ヤクルト本社 43 ピーマン飲料の製造方法 小川香料株式会社

12 乾燥野菜 ライオン株式会社 44 乾燥粉末生食品及びその製造法 株式会社アミックグループ

13
ピーマンの種子と胎座の粉末及び搾
汁液

楠本　季一 45
過熱水蒸気による生鮮野菜殺菌方法
及びその装置

パーキテック株式会社

14 ピーマンの果実とへたの粉末 楠本　季一 46 飲料 花王株式会社

15
ピーマンの種子と胎座の粉末及び搾
汁液

楠本　季一 47 食品素材の改質方法 味の素株式会社

16
人参、カボチャ、ピーマン入りうどんの
製造方法

滝口　悦弘 48 農作物の鮮度維持用複合吸着剤
株式会社かこうクリーン・フ
ローラ

17 退色を防止した緑色野菜の製造法 雪印乳業株式会社 49 生鮮野菜用除菌剤及びその除菌方法 株式会社さくらフーズ

18
ピーマンの種子と胎座の粉末及び搾
汁液

楠本　季一 50 カット野菜の保存方法 住友ベークライト株式会社

19 野菜ジュース 日本デルモンテ株式会社 51
ミックスカット野菜の鮮度保持包装袋及
びそれを用いた包装体

住友ベークライト株式会社

20 緑色具材 キユーピー株式会社 52 野菜パティの製造方法 味の素株式会社

21
ピーマンの種子と胎座の粉末及び搾
汁液

楠本　季一 53 乳酸発酵食品およびその製造方法 日本バイオ株式会社

22 生鮮野菜の除菌および鮮度保持方法
株式会社ロングライフ研究
所

54 野菜等の保存方法 昭和商事株式会社

23
長期間チルド保存可能な乳酸菌飲料
およびその製造方法

大塚食品株式会社 55 介護食用調理野菜食材 株式会社マザース

24
カプサイシン系物質を含有する植物の
粉末及び搾汁液

楠本　季一 56
緑葉造粒物及び緑葉造粒物の製造方
法

日本製粉株式会社

25
野菜発酵飲食品用素材およびその製
造法

大塚食品株式会社 57
緑色食用植物具材、その製造方法お
よびそれを用いた密封包装食品

ヱスビー食品株式会社

26 キャベツ等野菜発酵飲料 アサヒ飲料株式会社 58 生野菜浸漬液 秋本食品株式会社

27
アラビノース含有果実又は野菜ジュー
ス及びその製造法

ユニチカ株式会社 59 新鮮な野菜の保存処理方法
マントローズ－ハウザー　カ
ンパニー　インコーポレイ
テッド

28 パプリカ類の追熟方法 アグリテクノ矢崎株式会社 60 生食用野菜の殺菌方法 株式会社紀文食品

29 野菜混合汁 雪印乳業株式会社 61
ピーマンの種子を使用した食品用保存
剤

宮崎県

30
緑黄色野菜及び淡色野菜を含有する
組成物

サンスター株式会社 62 生鮮野菜または加工野菜用殺菌剤
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

31 新鮮な野菜の保存処理方法
マントローズ－ハウザー　カ
ンパニー　インコーポレイ
テッド

63 ピーマンから得られる発酵物 株式会社東洋新薬

32
食品保存剤、それを含有する食品、お
よび野菜の調製方法

チッソ株式会社 64 緑色野菜の加工方法
株式会社上野製薬応用研
究所
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