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1
冷凍パスタ又は冷凍ミンチボールの製
造方法およびボイルパスタの冷凍装置

昭和炭酸株式会社 40 冷蔵／冷凍麺及びその製造方法 株式会社キンレイ

2 麺類品質改良剤及び麺類の製造方法 太陽化学株式会社 41 茹伸び耐性を有する麺類 日清製粉株式会社

3 麺類の製造方法 日清製粉株式会社 42
冷凍茹で麺の製造方法及び茹で麺用
箱盛装置並びにこれを備える冷凍茹
で麺製造装置

株式会社キンレイ

4 麺類の製造方法 日清製粉株式会社 43 容器入り冷凍冷麺 株式会社みそ半

5 麺用粉および麺類 日清製粉株式会社 44 冷やし麺の冷凍包装体 有限会社大峯麺

6 麺用粉および麺類 日清製粉株式会社 45 麺類の製造方法 日本食品化工株式会社

7
麺類の品質改良剤、麺類の製造法及
び麺用小麦粉組成物

日清製粉株式会社 46 麺類の製造方法 日本食品化工株式会社

8 麺類の製造方法 日本食品化工株式会社 47
茹で・蒸し麺類用油脂組成物及び麺
類の製造方法

鐘淵化学工業株式会社

9
麺類の品質改良剤およびこれを用い
た麺類の製造方法

雪印乳業株式会社 48
ほぐれの改良された麺類およびその製
造法

株式会社片山化学工業研
究所

10 冷凍麺の製造方法とその解凍方法 森井食品株式会社 49 麺類の製造方法 株式会社ジェイ・シー・エス

11 冷凍麺類の製造方法 日清フーズ株式会社 50
冷凍あるいは冷蔵食品の包装方法お
よび冷凍あるいは冷蔵食品の包装装
置

昭和炭酸株式会社

12
日本ソバの生麺または茹で麺の冷凍
品

倉岡　伸欣 51
解れ性の良い麺類、及び、その製造方
法

株式会社アロンワールド

13 冷凍麺 日清食品株式会社 52 麺質改良剤及び麺類の製造法 太陽化学株式会社

14 成型冷凍パスタ類の製造法 日清製粉株式会社 53 冷凍十割そばの製造方法 斎藤　元俊

15 即席麺セット 尾道　泰一 54 麺類およびその製造方法 平和フーズ工業有限会社

16 麺とその製造方法 株式会社尾久葉鉄工所 55 製麺方法及び麺類 日本製粉株式会社

17 麺の製造方法及び麺用品質改良剤 太陽化学株式会社 56 麺類の茹でのびおよび老化改良剤 奥本製粉株式会社

18 麺類の製造法及び麺質改良剤 太陽化学株式会社 57 麺類の食感改良方法 味の素株式会社

19 麺類の製造法
アイエヌディーオーピー
シーオー　インコーポレイ
テッド

58 冷凍茹麺の加熱方法
株式会社日清製粉グルー
プ本社

20
麺類製造用回転式切り歯及び麺類の
製造方法

オーランドフーズ株式会社 59 凍結による澱粉老化を防止する方法 学校法人　関西大学

21 風味蒸煮麺の製造方法 シマダヤ株式会社 60
冷凍食品の調理方法及び冷凍食品用
解凍機

株式会社キンレイ

22 穀粉加工食品
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

61 冷凍食品の脱パン方法及び装置 日清食品株式会社

23 冷凍パスタ食品及びその製造方法 カゴメ株式会社 62 麺及びその製造方法 大阪瓦斯株式会社

24 容器入り冷凍／冷蔵食品 大阪瓦斯株式会社 63 穀粉含有生地組成物及びその製造法 味の素株式会社

25 焦げ目付麺の製造方法及びその麺 シマダヤ株式会社 64 冷凍／冷蔵食品 大阪瓦斯株式会社

26 麺及びその製造方法 大阪瓦斯株式会社 65 麺およびその製造方法 大阪瓦斯株式会社

27 冷麺
アイエヌディーオーピー
シーオー　インコーポレイ
テッド

66
チルド流通タイプの麺類およびその製
造方法

日清食品株式会社

28 麺及びその製造方法並びに被膜剤 大阪瓦斯株式会社 67 具材類一体化冷凍麺の製造方法 株式会社加ト吉

29 冷凍麺
富士ベンチャーリンク株式
会社

68
食感改良剤、麺類およびその製造方
法

株式会社紀文フードケミ
ファ

30 麺及びその製造方法 大阪瓦斯株式会社 69 凍結食品及びその製造方法 日本酸素株式会社

31 冷凍／冷蔵食品およびその製造方法 大阪瓦斯株式会社 70
電子レンジ調理用冷凍麺類、その製造
方法および加熱復元方法

有限会社シーシーアイ

32 冷凍手延べ素麺とその製造方法 株式会社池利

33 製麺適性の判定方法 味の素株式会社

34 麺類の製造法
株式会社日清製粉グルー
プ本社

35 加工食品用品質改良剤組成物 旭電化工業株式会社

36 冷凍／冷蔵食品 株式会社キンレイ

37 麺類の製造法及び麺質改良剤 太陽化学株式会社

38 麺質改良剤及び麺類の製造法 太陽化学株式会社

39 茹で・蒸し麺類の製造方法 鐘淵化学工業株式会社 以上７０点収録
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