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No,8061 〃 〃 平.4-7 78点 ￥24,700
No,7466 〃 〃 昭.60-平.3 60点 ￥19,700
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1 多加水麺の製造方法 池田食品工業株式会社 40 巻き麺 株式会社ナチュラライズ

2 麺類の製造方法
協同組合テクワートグルー
プ

41 穀粉を原料とした生地の展延用ロール ハッコー食品株式会社

3 小麦粉等の捏練装置 平山製麺有限会社 42
手打ち風麺類の製造方法およびその
製造装置

さぬき麺機株式会社

4 麺類の製造方法 日清製粉株式会社 43
そば粉の加水方法および当該方法に
より製造されたそば

有限会社むさしの

5 麺類の製造方法 日清製粉株式会社 44
製麺生地ドウの製造方法及び製造装
置

ヒラヤマプロダクツ株式会社

6 めん用小麦粉及びその製造方法 日東製粉株式会社 45 袋入り茹麺の製造方法 株式会社冨士製作所

7 麺類の製造方法 日清製粉株式会社 46
即席生麺類の製造方法および調理方
法

アサマ化成株式会社

8 切刃ロール装置 有限会社江口麺機製作所 47 麺線延伸装置 室伏　敬一郎

9 麺類の製造方法
協同組合テクワートグルー
プ

48 麺用ミキサ 日清製粉株式会社

10 麺類の製造装置
協同組合テクワートグルー
プ

49 排出の容易な麺用ミキサ 日清製粉株式会社

11 麺類の製造方法
協同組合テクワートグルー
プ

50 麺用ミキサの駆動方法 日清製粉株式会社

12
手打ち風麺の種生地の自動製造装置
およびそれを用いた自動製造設備

さぬき麺機株式会社 51 麺類の機械製麺法 日清製粉株式会社

13 多加水麺類の製造方法 昭和産業株式会社 52 麺類の製造方法 内田製麺株式会社

14 めん線の付着防止装置 日清製粉株式会社 53 麺切出装置 株式会社トム

15 多加水麺類の製造法 松谷化学工業株式会社 54 麺類製造用穀粉混捏装置 株式会社ワールド生研

16 ラーメン 室伏　敬一郎 55 麺生地ドウの製造装置 ヒラヤマプロダクツ株式会社

17 製麺装置および製麺方法
協同組合テクワートグルー
プ

56
麺線群に打ち粉を吹付けるノズル及び
これを用いた打ち粉吹付け装置

日清製粉株式会社

18 麺線延伸装置及び製麺方法 室伏　敬一郎 57 多層麺の製造方法 東洋水産株式会社

19 小麦粉等の混合捏練機の回転軸 平山製麺有限会社 58
水戻し電子レンジ麺類およびその調理
方法

アサマ化成株式会社

20 麺線切断面付着防止装置 室伏　敬一郎 59
製麺生地ドウの圧着圧延方法及び装
置

ヒラヤマプロダクツ株式会社

21
麺生地用ミキサー及び麺生地のミキシ
ング方法

室伏　敬一郎 60 麺類の電子レンジ調理方法 片平　亮太

22 麺帯生成装置 株式会社トーキョーメンキ 61 連続麺生地製造装置 さぬき麺機株式会社

23 水中油型乳化油脂組成物 鐘淵化学工業株式会社 62 連続麺生地製造装置 さぬき麺機株式会社

24 加工食品用品質改良剤 旭化成工業株式会社 63 多加水麺用麺帯機 さぬき麺機株式会社

25 自動製麺方法および自動製麺設備 さぬき麺機株式会社 64
麺生地熟成装置および麺生地熟成方
法

さぬき麺機株式会社

26 ゆで麺の製造方法 株式会社大和製作所 65 そばの麺とその製造方法 吉村　誠

27 三層冷凍麺及びその製造法 日清製粉株式会社 66 麺線小分け装置 さぬき麺機株式会社

28 低塩低蛋白乾麺及びその製造方法 丸榮製粉株式会社 67 麺帯の製造方法とその装置 日清製粉株式会社

29
麺線、麺線包装体の製造方法及びそ
の装置

東京屋食品株式会社 68
製麺ミキシング方法およびそれに用い
る製麺用ミキサー

株式会社豊製作所

30 食感の改質された麺類の製造方法 味の素株式会社 69 冷凍麺及び冷凍麺の製造方法 大阪瓦斯株式会社

31 生麺の製造方法 株式会社大和製作所 70 冷凍麺類の製造方法 大阪瓦斯株式会社

32
高含水率生麺の製造方法及び高含水
率生麺製品

かも川株式会社 71 そば粉及びそば加工品 日穀製粉株式会社

33 加水粉体の製造装置 友和電機株式会社 72
生うどん麺の製造方法並びにうどんの
給食システム

マルマンコーポレーション
株式会社

34 製麺用圧延機の安全装置 さぬき麺機株式会社 73 生地の圧延装置 日清製粉株式会社

35 中華生麺の製造方法 学校法人みかしほ学園 74
機械製麺による多加水麺類の製造方
法

高砂食品株式会社

36 そばの製造法 有限会社めん一兆 75 ドウミキサー 日清製粉株式会社

37 即席麺類の製造方法 日清製粉株式会社 76 製麺における通電処理 井上　賀夫

38 麺帯生地押出し成形機の麺帯ノズル 株式会社豊製作所 77 生地の圧延装置およびその制御方法 日清製粉株式会社

39 麺類の製造方法 日清製粉株式会社 78 製麺装置及び製麺方法 株式会社スズキ麺工

以下２１点省略
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