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1 多繊維薬膳味噌の製造法 株式会社ビンショー 37 動物用糞尿処理材及びその製造方法 中曽　信正

2
おからを真空包装する方法及びその
装置

松本技研株式会社 38 おから納豆およびその製法 株式会社アンドウ

3 おから加工食品とその製造方法 白石　良蔵 39
豆腐の廃棄物であるオカラを乾燥、粉
末化する事により食品加工や調理の原
材料として使用する粉体乾燥組成物

岩井　一夫

4
澱粉老化防止用組成物及び澱粉含有
食品の老化防止法

不二製油株式会社 40 たこ焼きの製造法 不二製油株式会社

5 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 41 大豆おから発酵食品の製造方法 株式会社美多加堂

6
ステビア植物の葉や茎枝を入れた食
品、飲料、飼料、　漢方薬材

田中　秀明 42
ウインナー食品風に構成したオカラ加
工食品

吉川　広子

7
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 43 大豆たん白素材及びその製造法 不二製油株式会社

8 ダイエット食品
株式会社林原生物化学研
究所

44 ハイバーミートサラダステーキ 吉川　広子

9 子葉オカラ及びその製法 鈴与工業株式会社 45
豆腐や豆腐粕を主体とした健康食品と
餌料と健康調味料

田中　友爾

10
大豆殻を用いた成型物、緩衝材、食品
およびそれらの製造方法

宮城県 46 ドーナツの製造法 不二製油株式会社

11
乾燥おからの製造方法および食品加
工原料用乾燥おから

アイワイフーズ株式会社 47 納豆加工食品 森　文男

12
ビタミンＫ類及び機能性食品の製造方
法並びに機能性食品

竹中　陽子 48 味噌 森　文男

13
微細おから、その製造法及びその利用
食品

不二製油株式会社 49 おからを原料にした腸詰め 河村　美都子

14 おから乾燥装置 牛島　隆三郎 50
おからのローラー式加熱乾燥処理装
置

株式会社福崎機械製作所

15 おから乾燥装置 牛島　隆三郎 51 納豆加工食品 森　文男

16 シュウマイの製造方法 朝倉　松次 52 豆腐滓（おから）発酵処理方法 有限会社竹村

17 豆乳、おから入りパン類の製造方法 不二製油株式会社 53 食品素材及びその製造法 不二製油株式会社

18 豆乳クリーム入りパン類の製造方法 不二製油株式会社 54 漬物床の製造方法 株式会社おかべや

19 もち米加工食品およびその製造方法 波多江　修一 55 大豆蛋白素材及びその製造法 不二製油株式会社

20 機能性オカラ乳の製造方法 澤産業株式会社 56 オカラ入りコンニャクの製造方法 株式会社イナックス

21 おからパン及びその製造方法 株式会社ビーテイン研究所 57 おからの乾燥処理方法 鎌田　栄基

22
動物の排泄物処理材及びその製造方
法

株式会社大貴 58 湿潤おからの製造法 不二製油株式会社

23 餅 高橋　義一 59 おから配合パン 西尾　健一

24 おからの乾燥方法 有限会社リフレッシュ阿南 60 オカラ含有調味料
伊都美フードテクノ有限会
社

25
オカラと醗酵納豆を混合した即席食品
及びその製造方法

アサヒ食品工業株式会社 61 おから、食品残渣の処理方法 有限会社キャステム

26 おからの搾り方法 豊和機械工業株式会社 62
スナック菓子の製造方法と、スナック菓
子

山田製菓株式会社

27 卯の花のリサイクル方法 佐久間　三朝 63 オカラを含む食品原料の加工方法 株式会社高井製作所

28 あん類の製造法 不二製油株式会社 64
冷菓用添加剤及びこれを用いた冷菓
並びにその製造法

不二製油株式会社

29 オカラを主とした健康食品の製法 下田　幸榮 65 粒状多孔質健康食品及びその使用
株式会社冨士エンタープラ
イズ

30 オカラの処理法 有限会社エス・ピー・ジー 66 高含水有機廃棄物の乾燥装置 三菱重工業株式会社

31 シュウマイの製造方法 朝倉　松次 67 乾燥オカラ及びその製造方法 但馬屋食品株式会社

32
食品粕サイレージ製造用混合方法及
び装置

株式会社キヨクトーインター
ナシヨナル

68 健康パン及びその製造方法 株式会社チカイ商事

33
湿潤粉粒物の乾燥方法、およびそれ
に使用する乾燥装置

鈴木　哲雄 69
おから入り餡及び豆乳入り饅頭生地並
びにそれらを使用した饅頭

有限会社武田豆腐食品

34 動物用糞尿処理材及びその製造方法 中曽　信正 70 お粥の製造方法 株式会社サンフーズ横倉

35
醤油粕及びオカラを利用した漬物床用
粉末の製法

三富　秀夫 71
オカラの高速・高圧押出処理方法及び
装置

株式会社日本製鋼所

36 乾燥オカラの製造法 キッコーマン株式会社 72
大豆粕を原料とする食物繊維の製造
方法

星野　栄三
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