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1
パセリ又はセロリの透明搾汁液の製造
方法

株式会社ヤクルト本社 32
加工野菜、およびそれを使った即席サ
ラダ用食材

株式会社マルハチ

2 野菜ブイヨン ハウス食品株式会社 33 肝機能保護剤または改善剤 協和醗酵工業株式会社

3
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 34 肝機能保護剤または改善剤 協和醗酵工業株式会社

4 野菜類の加熱処理方法 ハウス食品株式会社 35 抗炎症剤及びそれを含む飲食品 ハーブ　ロード　カンパニー

5
しその葉とパセリの飲料及びその製造
方法

日野　徹 36
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

6
飲食品素材およびその製造方法およ
びそれを用いた飲食品

サンスター株式会社 37 スーパーグリーン 小林　寿夫

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 38
皮膚老化防止剤及び／又はニキビ改
善剤キット

株式会社ファンケル

8
ビフィズス菌増殖促進剤及びこれを含
有する飲食物

株式会社ロッテ 39 香辛料抽出物 ＯＣＩ株式会社

9
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 40 野菜エキスの製造方法 小川香料株式会社

10 緑色野菜飲料 株式会社ヤクルト本社 41 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

11
野菜で粘性を調整したペースト状カ
レー

ハウス食品株式会社 42
乾燥緑色野菜又は乾燥ハーブの製造
方法、及び該製造方法によって得られ
た乾燥緑色野菜又は乾燥ハーブ

エルム食品株式会社

12 アレルギー予防乃至治療用組成物 サンスター株式会社 43
色素含有乾燥物の製造方法及びそれ
を用いたインスタント茶類との混合物

佐藤食品工業株式会社

13 食品の製造方法 ハウス食品株式会社 44 緑色乾燥野菜の緑色変色防止 江崎グリコ株式会社

14 野菜ジュース 日本デルモンテ株式会社 45
殺菌性材料およびこれを用いた繊維
又は食品

株式会社カネマス

15 緑色具材 キユーピー株式会社 46 ニンジンジュ－スとポタ－ジュ 金子　まり子

16
粉末野菜入りスティック、粉末野菜入り
飲料及びその製造方法

小山内　薫 47
野菜類いも類豆類穀物を原料とした加
工食品とその製法

株式会社日本ピックルス

17 発酵飲料の製造方法 ハウス食品株式会社 48 野菜汁からの硝酸性窒素の除去方法
フード・セーフティ・イノベー
ション技術研究組合

18 飲料 ハウス食品株式会社 49
画像読取装置、画像形成装置および
信号補正方法

コニカミノルタビジネステクノ
ロジーズ株式会社

19 野菜類の食後口臭防止処理方法 飯島　雪雄 50
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

20 緑色野菜の鮮度保持方法
農林水産省食品総合研究
所長

51
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

21
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 52 生野菜浸漬液 秋本食品株式会社

22 苦味・渋味抑制剤 小川香料株式会社 53 野菜及び／又は果実飲料組成物 花王株式会社

23 キャベツ等野菜発酵飲料 アサヒ飲料株式会社 54 生食用野菜の殺菌方法 株式会社紀文食品

24 ジューシー感のある餃子 味の素株式会社 55 新鮮な青果を保存するための方法
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

25
食事による植物性化学物質欠乏症を
矯正する組成物及び方法

アクセス　ビジネス　グルー
プ　リミテッド　ライアビリティ
カンパニー

56 痩身作用を有する飲料 廣瀬　行博

26
植物材料の液体飲食物及びその製造
方法

ケンコーマヨネーズ株式会
社

57 セロリから得られる発酵物 株式会社東洋新薬

27 緑色飲料 サンスター株式会社 58 パセリから得られる発酵物 株式会社東洋新薬

28 ドレッシングの包装体 キユーピー株式会社 59 乾燥粉末食品 株式会社アミックグループ

29
植物葉乾燥粉末の大量生産方法とそ
の産物

佐久間　和夫 60 ダイエット食品組成物 株式会社いいもの王国

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 61 排便量増加作用を有する食品 こだま食品株式会社

31 改良されたクイック－クック用脱水野菜
バイロン・オーストラリア・
ピーティーワイ・リミテッド 以下22点省略
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