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1
抗微生物性組成物およびそれを用い
た抗微生物処理方法

三井食品工業株式会社 35 鮮度保持用ゲル組成物 岡田　徹

2 食品用保存剤 アサマ化成株式会社 36 食品の鮮度維持用氷 大照産業株式会社

3 食品用保存剤 アサマ化成株式会社 37 食品用鮮度保持剤 株式会社生研

4
水産物の品質劣化防止剤及び水産物
の品質劣化防止方法

株式会社ニチロ 38 鮮度保持剤 株式会社西通

5 鮮度保持用材料及び鮮度保持方法 二橋　義一 39
マグロなどの魚肉の油焼け抑制および
鮮度保持用噴霧液

大原　淳司

6
畜肉、魚肉およびこれらの加工品の鮮
度保持剤並びに生産性改善剤

アールティーエー・アソシ
エーツ有限会社

40
鮮度保持および／または消臭能を有
する氷

第一化成産業株式会社

7 米からの抗酸化剤および鮮度保持剤 株式会社創研 41
イソチオシアン酸アリルを含有するドラ
イアイスおよびその製造方法

株式会社カレックス

8
徐放性抗菌材の製造方法、該方法に
より得られる徐放性抗菌材、及びその
用途

株式会社中埜酢店 42 食品用鮮度保持剤 北島産業有限会社

9
魚貝類の日持ち向上用ガス組成物お
よび魚貝類の日持ち向上方法

株式会社ミドリ十字 43 鮮度保持剤及びその製造法 岡田　徹

10 食品の鮮度保持剤 倉成　賢治 44 鮮度保持剤 岡田　徹

11
冷凍加工されたサシミ用甲殻類水産動
物及びその加工方法

株式会社長谷工コーポレー
ション

45 食品用イソチオシアン酸アリル製剤 三菱化学フーズ株式会社

12 食品の静菌剤 株式会社アルファ 46
ナマコの風味・鮮度・品質を長期間保
持する加工・保存方法

下原　實

13 生ものの鮮度保持法 菱田　巌 47 魚槽用鮮度保持剤 株式会社北興物産

14 鮮度保持剤 岡田　徹 48 食品の鮮度維持用氷 大照産業株式会社

15 食品の保存方法および食品保存剤 株式会社トライ・カンパニー 49 粒状鮮度保持剤 岡田　徹

16 エビ又はカニのパック詰食品 マルハ株式会社 50 トレハロースを含む生鮮食料保存液 和田　洋巳

17
生食用水産軟体動物及び水産甲殻類
の鮮度保持方法

東和化成工業株式会社 51
二酸化塩素ガスの食品鮮度保持への
使用方法および二酸化塩素ガス含有
食品鮮度保持剤

株式会社ディー・エム・シー
ネットワーク

18
ぶり又はカンパチの燻製品並びにぶり
又はカンパチの燻製冷凍品の製造方
法

株式会社オンスイ 52 制菌、抗菌性に優れた抗菌剤 金印わさび株式会社

19 生食用魚類の鮮度保持方法 東和化成工業株式会社 53
畜肉、魚肉およびこれらの加工品の鮮
度保持剤

アールティーエー・アソシ
エーツ有限会社

20 ゲル組成物 岡田　徹 54 ふすま鮮度保持剤 梅本　雅夫

21
生鮮食料品の鮮度保持剤及びその製
造方法並びに生鮮食料品の鮮度保持
方法

株式会社タケックス 55 液状鮮度保持剤 梅本　雅夫

22 鮮度保持剤 岡田　徹 56 食品劣化停止剤 梅本　雅夫

23 食品用鮮度保持剤及び鮮度保持方法 日本新薬株式会社 57 食品用水成殺菌剤 岩井　一夫

24 食品鮮度保持用ゲル組成物 株式会社オーキッド 58 魚等の鮮度保持方法 サン・シーリング有限会社

25 鮮度保持剤 岡田　徹 59
食品の鮮度保持方法及び食品の貯蔵
方法

株式会社銘葉

26 食品の鮮度保持剤 都出　良一 60 鮮度保持剤 梅本　雅夫

27
鮮度保持剤および鮮度保持剤を収納
した容器ならびに容器を備えた食品収
納容器

松下冷機株式会社 61
食品の鮮度保持液とドリップ流出防止
液

高橋　常雄

28 鮮度保持剤及びその製造法 岡田　徹 62 無刺激ワサビ液 梅本　雅夫

29
畜肉、魚肉又はそれらの加工品の退
変色防止方法及び退変色防止剤並び
に退変色防止処理された．．．

マルハ株式会社 63
エビ、カニ類の黒変防止助剤及びエ
ビ、カニ類の黒変防止処理剤並びにエ
ビ、カニ類の黒変防止処理方法

株式会社　タケックステクノ

30
生鮮食品等の鮮度保持材及びその製
造方法

株式会社ブリヂストン 64
海水を電気分解して得られる弱アルカ
リ水溶液からなる殺菌剤および海水に
殺菌作用を付与する方法。

富山化学工業株式会社

31
鰯および鰯を素材とした練り製品の鮮
度保持方法

株式会社上野屋本舗 65
マグロなどの魚肉の油焼け抑制および
鮮度保持剤

大原　淳司

32 生魚の保存方法 奥山　健二 66 抗菌・消臭・鮮度維持性ゲル状組成物 株式会社ソーエイ

33
鮮度保持剤、これを用いた鮮度保持
シート及び鮮度保持容器、並びに鮮度
保持方法

株式会社エレガント 67 食物の劣化防止用組成物 株式会社ゲオ

34 食品保存剤及び食品の保存方法 奥野製薬工業株式会社 以下３３点省略
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