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1
食肉加工製品および食肉加工製品用
品質改良組成物

オルガノ株式会社 1 食感改良用乳化組成物 日本たばこ産業株式会社

2 トレー成型食品 味の素株式会社 2 食品包装容器 プリマハム株式会社

3 肉製品用の安定剤及び肉製品組成物 旭化成工業株式会社 3 食品加工方法 株式会社瀬田技研

4 電子レンジ食品 雪印乳業株式会社 4 ひき肉加工品 キユーピー株式会社

5
大豆を主原料とする加工食品の製造
方法

株式会社日研 5
肉粒状食感を有する粒状魚肉加工素
材およびその製造方法

日本水産株式会社

6 おから含有食品とその製造方法 株式会社松屋栄食品本舗 6 冷凍食品及びその製造方法 雪印乳業株式会社

7 マイクロ波解凍用の冷凍肉練り製品 株式会社中埜酢店 7
畜肉惣菜用生地の製造方法及び該生
地を用いた畜肉惣菜

三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

8 複合ハンバーグ 旭電化工業株式会社 8 食材組成物 花王株式会社

9 食品用固形組成物およびその製造法 武田薬品工業株式会社 9 畜肉加工食品の製造方法 有限会社白金バイオ企画

10
固形状加熱加工食品添加用組成物お
よび固形状加熱加工食品

武田薬品工業株式会社 10 ポークバーガー 加藤　秀樹

11 チキンミンチの製造方法 石井食品株式会社 11 トンネル式凍結装置 日本酸素株式会社

12
電子レンジ用トッピング組成物及び冷
凍食品並びにその製造方法

株式会社ニチレイ 12 食品用調味料製剤 エーザイ株式会社

13
高機能の性質を有する乾燥おから粉
末の製造方法及びその食品の製造方
法並びにそれを含む食品素材

佐藤　利夫 13 舞茸混合加工食品の製法 株式会社エスト

14 調味材およびこれを使用した加工食品 旭電化工業株式会社 14 食材の抗酸調理方法
有限会社　旭ミールサービ
ス

15 加工肉製品 雪印乳業株式会社 15
易吸収性ミネラル含有組成物及びそ
れを含有する飲食品

味の素株式会社

16 食品保存剤 チッソ株式会社 16 食感の改善された食肉加工食品
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

17 ハンバーガー風お好み焼き 野久保　雅数 17 食感の改善された食肉加工食品
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

18
高活性核酸旨味成分保持剤およびそ
の製造方法

鐘淵化学工業株式会社 18 食肉加工品 プリマハム株式会社

19 ホットドッグを乗せたハンバーガー
株式会社リブデザインワカ
イロ

19 加工食品の日持ち向上方法 プリマハム株式会社

20 冷凍ミール
ソシエテ　デ　プロデユイ
ネツスル　ソシエテ　アノニ
ム

20 食肉の品質改良剤 理研ビタミン株式会社

21 ハンバーグの製造方法 株式会社ニチレイ 21 食品組成物
エイチケー　ルオカタロ　オ
イ

22
調理加工食品の物性改良剤および／
または物性保持剤

昭和産業株式会社 22
牛肉加工品及び牛肉加工品の食感改
善方法

三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

23 ハンバーグ様食品の製造法 不二製油株式会社 23
玉葱及びアルカリ性原料含有混合肉
製品の製造方法

株式会社ニチレイ

24
畜肉と未加熱アルカリ変性こんにゃく
ゲルの融合食品及びその製造方法

加藤　武憲 24 マグネシウム補給用飲食品 扶桑化学工業株式会社

25
食肉の品質改良剤並びに食肉製品及
びその処理方法

理研ビタミン株式会社 25 葉付き大根姿ハンバーグ 株式会社白鳥フーズ

26
電子レンジ用冷凍食品およびその製
造方法

雪印乳業株式会社 26 練り込み用乳化油脂組成物 鐘淵化学工業株式会社

27 マイクロ波加熱用冷凍食品 ユニコロイド株式会社 27 畜肉加工品 鐘淵化学工業株式会社

28 練り製品及びその風味改良法 不二製油株式会社 28 ペースト状食品及びこれを用いた食品 鐘淵化学工業株式会社

29 食肉改質剤 太陽化学株式会社 29 静菌剤
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

30 ハンバ―グ及びその製造方法 日本酸素株式会社 30 アミノ酸・糖組成物含有食品 有限会社三優

31
具材の定量分割装置及び具材の定量
分割方法

株式会社ニチレイ 31 肉加工食品用素材 ハウス食品株式会社

32 含気包装食品及びその製造法 マルハ株式会社 32
大根姿ハンバーグの予備調理方法、
及び、大根姿ハンバーグの調理方法

株式会社白鳥フーズ

33 食肉加工品及びその製造方法 丸大食品株式会社 33 新規食用油脂及びその製造方法 三邦株式会社

34
マンナンを主原料とするハンバーグお
よびその製造方法

日商岩井食料株式会社 34 惣菜タイプ畜肉加工品
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

35
サンドイッチ、サラダ等用粉末又は顆
粒ソース、及びその使用

味の素株式会社 35 肉加工食品の製造方法 不二製油株式会社
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