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1
乾燥調味料の製造方法、乾燥調味料
及びその利用

味の素株式会社 38 食品の品質改良剤 旭電化工業株式会社

2 魚醤の製造法 日本たばこ産業株式会社 39 醤油粕からエキスを製造する方法 ヒガシマル醤油株式会社

3 新規な発酵調味料及びその製造方法 辻村　恒 40
旨味を有する新規ペプチド、及びそれ
を旨味成分とする調味料

日本たばこ産業株式会社

4
濃厚で風味の改良された魚醤油およ
びその製造方法

日本水産株式会社 41
軟体動物由来の醤油様調味料とその
製造方法

科学技術振興事業団

5 香草生葉漬醤油魚醤 大澤　晧年 42 野菜類、果実類粒子含有液状調味料 キッコーマン株式会社

6 魚醤およびその製造法 日本たばこ産業株式会社 43 食品調味料とその製造方法 昭和化学工業株式会社

7 魚醤油調味料 鐘淵化学工業株式会社 44 魚醤油及びその製造方法 合名会社まるはら

8 液状調味料 藤嶋　悦郎 45
魚介類を主原料とする醤油様調味料
の製造方法

大分県

9 発酵飲食品香味増強剤 長谷川香料株式会社 46 呈味改良剤
宝ホールディングス株式会
社

10 魚醤油様調味料の製造方法
株式会社　かつお技術研
究所

47 食品用加工剤
宝ホールディングス株式会
社

11 カルシウム強化調味料の製造法 ヤマサ醤油株式会社 48 胡麻含有液状調味料 キッコーマン株式会社

12
連続式発酵槽並びに魚醤油などの液
状発酵食品の連続醸造法

神戸市漁業協同組合 49
アレルゲンが実質的に含まれない液体
状食品およびその製造方法

株式会社クラレ

13 発酵調味料及びその製造方法 日本たばこ産業株式会社 50
キュウリエソを原料とする機能性魚調
味料

アルファー食品株式会社

14 調味料の製造方法 寳酒造株式会社 51 魚調味料の製造方法 アルファー食品株式会社

15 新規ＤＮＡ配列 日本たばこ産業株式会社 52 膨化粒状複合調味料及びその製造法 播州調味料株式会社

16 調味料 日本たばこ産業株式会社 53 香気の保持方法並びにその用途
株式会社林原生物化学研
究所

17 魚介類エキスを原料とする発酵調味料 日本水産株式会社 54 膨化粒状複合調味料及びその製造法 播州調味料株式会社

18 調味用組成物 日本たばこ産業株式会社 55
調味料を含有する圧縮成形物および
その製造法

協和醗酵工業株式会社

19 コク味の増強された魚醤の製造法
株式会社ミツカングループ
本社

56
調味料を含有する圧縮成形物および
その製造方法

協和醗酵工業株式会社

20 老酒加工調味料 寳酒造株式会社 57 しょうゆ風味調味料の製法とその製品 河村　幸昌

21 機能性調味料 日本水産株式会社 58 発酵調味料の製造方法 静岡県

22
具材類および／又は食用油脂類含有
液状調味料の製造方法

キッコーマン株式会社 59 発酵調味料の製造方法
株式会社　かつお技術研
究所

23 調味料 旭電化工業株式会社 60
生肉や生水産物の電子レンジ調理方
法と電子レンジ調理用調味料、及び電
子レンジ調理食品

有限会社皆川商店

24 フレーバー組成物の製造法 味の素株式会社 61 魚醤油の製造法 学校法人東京農業大学

25 食用油脂類含有液状調味料 キッコーマン株式会社 62 液状調味料及びその製造方法 ベストアメニティ株式会社

26 インスタント乾燥粉末エビペースト
タン　ジャイパックディーマ
ン

63 風味増強組成物
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

27 発酵調味料の製造方法 天野実業株式会社 64 アジ魚醤の製造法 大分県

28 食用たれ及びたれを付けた食品 鈴木　生子 65 魚介類を素材とした発酵調味料 吉川　修司

29 魚醤油の製造法 味の素株式会社 66 魚醤およびその製造法 日本たばこ産業株式会社

30 調味料 河口　孝 67 フグ添加発酵調味料の製造方法 山口県

31 風味のすぐれたたれ・ソース類 鐘淵化学工業株式会社 68
唐辛子入りしょうゆおよびこれを用いた
加工食品

湯田　一見

32 醤油粕由来の抗酸化組成物 盛田株式会社 69 魚醤油およびその製造方法 株式会社車多酒造

33
海洋深層水を利用した魚醤とその製造
方法

日本たばこ産業株式会社 70 液状調味料及びその製造方法 ベストアメニティ株式会社

34 魚醤様調味液の製造法 日清製粉株式会社 71 辛味増強方法
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

35 液状物の抽出方法 ヒガシマル醤油株式会社 72 不快味低減作用及び不快臭低減作用 昭和産業株式会社

36 粉末魚醤油およびその製造方法 武田キリン食品株式会社 73 魚醤油の製造法 学校法人東京農業大学

37 液体麹の製造方法及びその利用
宝ホールディングス株式会
社

74
魚麹及びその製造法、並びに魚麹を
用いた調味料、魚醤油及びそれらの製
造方法

ヤマキ株式会社

以下２点省略
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