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1 うにみその製法 小町　征人 36 ウニ由来の抗腫瘍性物質 イビデン株式会社

2 冷凍ウニの製造方法
ダイエー食品工業株式会
社

37 ウニ由来の抗腫瘍性物質 イビデン株式会社

3 生ウニの加工方法 東海金属株式会社 38 酸化防止剤
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

4 食品の凍結法 大洋漁業株式会社 39
生殖腺を引き出すためのウニの処理装
置及び方法

マリン・マシンズ・インコーポ
レイテッド

5 ウニ様食品の製法 キューピータマゴ株式会社 40 加工うに類保存容器 三菱瓦斯化学株式会社

6 即席いちご煮の素 下野　文雄 41 生ウニの凍結保存方法 マルハ株式会社

7 うに様食品 大洋漁業株式会社 42
ウニ由来カルシウムの製造方法ならび
にこの製造方法に　よって得られる易
吸収性カルシウムを含有する組成物

西村　雅彦

8 生ウニの冷凍保存方法
ダイエー食品工業株式会
社

43 魚介類の加工方法 株式会社タイショーテクノス

9 うにの成形方法 見永　良夫 44 加工食品の製造方法 寳酒造株式会社

10 チューブ容器入りペースト状食品 東洋水産株式会社 45 食品用殺菌料
株式会社キュー・アンド・
シー

11 うにおよびどの成型装置 見永　良夫 46
板状又は棒状焼ウニ及びその製造方
法

堀口　光夫

12 魚介類加工食品及びその製造法 味の素株式会社 47 冷凍食品およびその製造方法 伊那食品工業株式会社

13
ペースト状食品用汎用素材及びペー
スト状食品の製造法

味の素株式会社 48
易吸収性カルシウムを含有する組成物
およびその製造　　　　　　　　　　　方法

西村　雅彦

14 魚介類を使用した吸い物用食品 株式会社宮商 49
吸収性の優れたカルシウム含有組成
物

有限会社ビッグ・ベア・バイ
オ

15
ばらうにの成型方法及び同方法により
成形した成形うに

安部　司 50 調味素材及びその製造方法 有限会社山本食品研究所

16 滋養強壮酒の素の製造方法 日本農産工業株式会社 51 生ウニ様食品及びその製造方法 有限会社かぶら食品

17 食品の凍結保存方法
ダイエー食品工業株式会
社

52 珍味及びその製造方法 株式会社　藤亀

18 うに味付皮剥ぎの加工法 井上食品株式会社 53 ウニの揚げ物製法 堀口　光夫

19 ウニの保存方法 日本化薬株式会社 54 ミネラル組成物及びその製造法 雪印乳業株式会社

20 ウニ入り麺及びその製法 三富水産株式会社 55 粒うに 蛸島水産株式会社

21 乾燥魚卵又は魚介類の製造方法 株式会社ウェルサン 56 高鮮度・高品質の食品流通加工方法 株式会社氷温

22 成形おにぎり具材 大日本製薬株式会社 57 ウニ様加工食品 日本油脂株式会社

23 焙焼魚介類フレーバー 長谷川香料株式会社 58 固形塩辛及びその製造法 株式会社スギヨ

24 燻製魚介類フレーバー 長谷川香料株式会社 59
梅干加工の廃液の食品、食器の消毒
防腐と保存への　有効利用法

田中　友爾

25
氷晶の成長抑制による物質の低温保
持方法

株式会社キティー 60 カルシウム含有食品
カリフォルニア　カルシウム
コーポレーション

26 ウニからの天然色素の製造方法 諫早　正夫 61 　水産生物処理氷
株式会社　アクアクリエ－
ション

27 生うにの冷凍保存方法
南米コーポレーション株式
会社

62 日持向上剤 株式会社　多田フィロソフィ

28 ウニ卵巣又は魚類精巣の凍結保存法
食品産業超高圧利用技術
研究組合

63 珍味冷凍卵豆腐およびその製造法 武田薬品工業株式会社

29
冷凍生ウニ卵巣又は冷凍生魚類精巣
の解凍法

石川島播磨重工業株式会
社

64 生ウニの処理方法 株式会社　伊藤園

30 小魚の加工処理法 株式会社カネ又田中商店 65 造形食品とその製造方法 小谷　明司

31 容器入り水産加工食品 株式会社亜味撰 66 ウニ内臓の除去装置 冷熱技研株式会社

32 ウニ由来の抗腫瘍性物質 イビデン株式会社 67 生小魚を含有する食品 平岡　健一

33 生凍結ウニの製造法 株式会社ニチレイ 68
卵黄脂質の製造方法および該卵黄脂
質を配合した加工食品

キユーピー株式会社

34 ウニの自動殻割り機
協同組合釧路エンジニアリ
ングセンター

69
ウニといくらの醤油漬を混合させた食
品の製造方法

有限会社小町園

35

吸収性の優れたカルシウム含有組成
物、該組成物の製造方法、該組成物を
含有する健康食品、該組成物を含有
する薬剤

株式会社メガウェーブ・ジャ
パン

70
風味油および該風味油を配合した加
工食品

キユーピー株式会社
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