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1 連結包装食品
大阪シーリング印刷株式会
社

41
もち米分搗き米餅と、もち米分搗き米
餅の製造方法

大石　光代

2 半生米菓の製造方法 山崎製パン株式会社 42 餅及びその製造方法 牛丸　親重

3 食品用付着防止材
株式会社ホーネンコーポ
レーション

43 複数の油揚げを使ったいなりずし。 福田　喜美男

4 澱粉含有食品の老化防止法
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

44 レトルト用パウチ 大日本印刷株式会社

5
鏡餅成形容器製造用のパイプ状パリソ
ン及びその製造方法

越後製菓株式会社 45 レトルト用パウチ 大日本印刷株式会社

6 鏡餅成形容器及びその製造方法 越後製菓株式会社 46 レトルト用パウチ 大日本印刷株式会社

7
粳米加工製品の製造方法，餅状整形
体の製造方法及びα粉の製造方法

新潟県 47 米飯製包餅の加工装置 大阪自動機株式会社

8 ぜんざいの製造方法 日清フーズ株式会社 48 包装鏡餅及びその製造方法 キッコー製菓株式会社

9 冷凍焼餅の製造方法 日本酸素株式会社 49 飾り付き包装鏡餅 松嶋　光雄

10 液だれ防止容器 越後製菓株式会社 50 餅様菓子 カネボウ株式会社

11
穀物調理方法、穀物調理装置及び穀
物調理用耐熱容器

藤森工業株式会社 51 風味のすぐれたレトルト食品 鐘淵化学工業株式会社

12 湯溶けの少ない餅の製造方法 越後製菓株式会社 52 加工食品用品質改良剤組成物 旭電化工業株式会社

13 餅搗方法及び自動餅搗機
株式会社オオヤマフーズマ
シナリー

53 餅試料の原料米の品種判別方法
独立行政法人　食品総合
研究所

14 真空成形方法及びその成形品 株式会社松井 54 レトルト用パウチ 大日本印刷株式会社

15
餅用包材およびそれを使用した餅包
装体

大日本印刷株式会社 55 レトルト用パウチ 大日本印刷株式会社

16
餅用包材およびそれを使用した餅包
装体

大日本印刷株式会社 56 食品材料の接合吐出方法および装置 レオン自動機株式会社

17
保存食及び機能食としての中華餅菓
子の製造方法

水口　秀治 57 練り製品 杉野　哲也

18 餅搗方法及び餅搗機
株式会社オオヤマフーズマ
シナリー

58 餅種和菓子 島谷　政俊

19
包餡餅食品、その製造方法及び包餡
餅食品の包装体

株式会社きむら食品 59 樹脂製の橙状飾り具 越後製菓株式会社

20 飾り鏡餅載置用三方 越後製菓株式会社 60
巨大胚米を用いた胚芽入り餅・団子生
地、甘酒及びおこし様菓子の製造法

独立行政法人　農業技術
研究機構

21
温熱付与剤及びそれを用いた食品並
びに加水食品の製法

カネボウ株式会社 61 包装箱 佐藤食品工業株式会社

22 餅の製造方法 有限会社信濃の國や 62 鏡餅お飾りセット たいまつ食品株式会社

23 米飯製包餅、及びその製造方法 大阪自動機株式会社 63 食品保存用組成物 日本新薬株式会社

24 食品用ｐＨ調整剤 藤沢薬品工業株式会社 64
中種と被覆層からなるレンジ加熱冷凍
食品用コーティング剤およびそれを用
いた食品

日本水産株式会社

25 酸素吸収性積層体 東洋製罐株式会社 65 鏡餅福招き たいまつ食品株式会社

26 新規加熱調理用食品 株式会社紀文食品 66 サッカーボール形懐中しるこ 平川　兼寛

27 飾り重ね鏡餅 株式会社丸一オザワ 67 割れ目入り切餅 新潟食品販売　株式会社

28 食品用保存剤および食品の保存方法 アサマ化成株式会社

29 餅及び餅の製造方法 株式会社たかの

30 包み込み食品 旭電化工業株式会社

31
日持ちが向上された食品およびその製
造方法

株式会社片山化学工業研
究所

32 包装用積層材料および包装体 出光石油化学株式会社

33 食酢組成物 理研ビタミン株式会社

34 包装鏡餅 押尾産業株式会社

35
フェルラ酸エステルを有効成分とする
抗菌剤

和歌山県

36 穀粉加工食品
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

37 餅組成物及びその製造方法 鐘淵化学工業株式会社

38 菓子生地製造装置及びシステム
株式会社オオヤマフーズマ
シナリー

39 レトルト用パウチ 大日本印刷株式会社

40 レトルト用パウチ 大日本印刷株式会社 以上６７点収録
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