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1
漢方の熱性、温性食物によるアイスク
リーム及び　その製造方法

庭田　重作 37
シート状食品の製造方法およびこの製
造方法に用いる漉き用網

高嶋　文江

2 健康補助食品の製造方法 プルムウォン食品株式會社 38 おでん・煮物用の野菜 株式会社紀文食品

3 野菜の煮崩れ防止方法 日本食研株式会社 39
軟化防止野菜および野菜類の軟化防
止方法

ハウス食品株式会社

4 南瓜菓子とその製造方法 株式会社大納言 40
魚類中骨と野菜類の混合ペースト食品
のレトルト容器包装体

八戸缶詰株式会社

5 離水性の低い発酵乳及びその製造法 雪印乳業株式会社 41
野菜搾汁、野菜エキス及びその製造方
法

日本新薬株式会社

6 乾燥青果物の製造方法 ファインフーズ株式会社 42
乾燥した野菜、果実、及び／又は種子
類と　　　　　　　　　　　　　その製造方法

株式会社　藤亀

7 カボチャ入り豆腐 伊藤　政雄 43
乾燥野菜のβ－カロチン含量低下防
止剤

株式会社興人

8 カボチャのくり抜き加工装置 有限会社マルヒロ食品 44
焙焼サラダ及び容器詰焙焼サラダの製
法

キユーピー株式会社

9 食品素材の煮崩れ防止用前処理方法 株式会社アロンワールド 45 乾燥野菜の製法 キユーピー株式会社

10
食品　かぼちゃを主原料とするシャー
ベット、アイスクリーム　の製造方法。

日高　督 46 野菜の成形品 浅井缶詰株式会社

11 焙煎野菜とその製造方法 フジスコ株式会社 47
カボチャジュース、カボチャシロップお
よびカボチャシュガー並びにそれらの
製造方法

財団法人日本発酵機構余
呉研究所

12 澱粉質飲料及びその製造方法 旭電化工業株式会社 48 野菜類の軟化防止方法 ハウス食品株式会社

13 密封パック入り加工野菜食品 味の素株式会社 49
圧縮され、部分的に脱水された野菜の
調製方法

バイロン・オーストラリア・プ
ロプライアタリ・リミテッド

14 青臭みのない凍結乾燥野菜
株式会社ポッカコーポレー
ション 50 カット野菜の鮮度保持法 神戸ヤマリ株式会社

15 カボチャ米の製造方法 株式会社高麗食品 51
かぼちゃ若しくはじゃがいもを原材料と
した団子の製造方法

米司　綾逸

16 野菜及び／又は果物の餡の製造方法 株式会社新進 52 調味乳発酵食品及びその製造法 株式会社ヤクルト本社

17 冷凍保存用煮込み野菜 常盤薬品工業株式会社 53 焙炒野菜類 寳酒造株式会社

18 健康食品およびその製造法 株式会社中国医食研究所 54 野菜類の加熱処理方法 ハウス食品株式会社

19 蒸し野菜急速乾燥粉末粉製造方法 水梨　潔 55 食品素材およびその製造方法 株式会社ニチレイ

20
フイリングの製造法及びそれを使用した
菓子

不二製油株式会社 56 食品の煮崩れ防止剤並びにその用途 麒麟麦酒株式会社

21 黄緑野菜の退色抑制剤 味の素株式会社 57 練製品の製造法 不二製油株式会社

22 野菜類の加熱処理方法 ハウス食品株式会社 58 かぼちゃコロッケ風さつまいもコロッケ 上野　隆二

23 冷凍野菜の製造方法 昭和産業株式会社 59
フルクタン含有ベビーフード組成物お
よびその製造方法

ビーチ－ナット　ニュートリ
ション　コーポレーション

24
サラダ具材用コ－ティング剤及びこれを
用いた処理方法

旭電化工業株式会社 60 野菜によるデザート菓子の製造方法 酒井　正二

25 野菜類の煮崩れ防止方法 日清製粉株式会社 61
風味のある野菜調合物及びその調製
方法

ベストフーズ

26 固形野菜食品およびその製造法 武田食品工業株式会社 62 ノンフライ調理法とその用途
株式会社林原生物化学研
究所

27 野菜類加工食品の製造法 味の素株式会社 63
人参、カボチャ、ピーマン入りうどんの
製造方法

滝口　悦弘

28 タマゴ様食品及びその製造方法 ベクトル株式会社 64
食物アレルギー患者用菓子生地材及
びそれを用いた菓子及びその製造方
法

有限会社お菓子のピエロ

29 野菜入りスナック菓子 日研フード株式会社 65 煮物の品質改善方法 日研化学株式会社

30 可食性外皮付き食品及び練り食品 堀　友一 66 即溶性を有するフリーズドライ食品
株式会社ポッカコーポレー
ション

31 シート状食品の製造方法 株式会社日健食品 67 野菜粉末組成物 株式会社ファンケル

32 多孔質食品の製造方法 ハウス食品株式会社 68 ファットブルーム防止剤およびその利用 江崎グリコ株式会社

33 果実・野菜類の乾燥品の製造方法 太陽化学株式会社 69 菓子製品
ソシエテ　デ　プロデユイ
ネツスル　ソシエテ　アノニ
ム

34 野菜の煮崩れ防止法 味の素株式会社 70
煮物用液状調味料および煮物の製造
方法

キッコーマン株式会社

35 野菜加工食品及びその製造方法 竹中　秀雄 71
野菜果物シートの製造方法及びその製
造装置

有限会社桃商

36 ロスティ様食品の製造方法 ハウス食品株式会社 以下２９点省略
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