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1 玄米成分強化加工もち米 アルファー食品株式会社 1
高濃度栄養成分を有する玄米粉の製
造方法とその加工食品

新中野工業株式会社

2 発芽玄米の加工方法 加戸米販株式会社 2 玄米飲料食品 長谷川　順二郎

3 健康食品の製造方法並びに健康食品 株式会社玄米酵素 3
籾又は玄米におけるγ－アミノ酪酸の
多量生成方法及びこれにより得た玄米

こまち農業協同組合

4
玄米粉の製造方法，玄米粉を用いた
パン類，キビ粉の製造方法及びキビ粉
を用いたパン類

岩手県パン工業組合 4 焙煎発芽玄米の製造方法 株式会社　トーア

5 無菌発芽玄米及びその製造方法
株式会社おむすびころりん
本舗

5 栄養価の高い炊飯混合米の製造法 株式会社唐房米穀

6 玄米を用いた米菓及びその製造方法 株式会社東雲堂 6 緑色玄米の選別・炊飯加工方法 小島　賢次

7 玄米の加工方法 ミナト製薬株式会社 7 精米方法 株式会社サタケ

8 発芽玄米製造器 有限会社泉設計 8 加工玄米と、その製造方法
株式会社ニュ－アクア技術
研究所

9 玄米加工食品 株式会社ファンケル 9 無菌玄米ごはんの製造方法 ヱスビー食品株式会社

10 発芽籾を原料とする玄米 井手　教義 10 無菌玄米入りごはんの製造方法 ヱスビー食品株式会社

11 種子発芽装置及び発芽種子製造方法 當田　晋也 11 揚げ物用粉 株式会社ファンケル

12 重湯及び重湯の製造方法 濱田　智子 12
発芽玄米製造装置及び発芽玄米製造
機能を有する調理装置

エムケー精工株式会社

13 玄米美肌成分強化加工米 アルファー食品株式会社 13 糯玄米 株式会社ファンケル

14 発芽玄米の製造法 株式会社ファンケル 14 粳玄米 株式会社ファンケル

15 発芽活性を有する炊き込みご飯の素 小谷　和弘 15 玄米粥 株式会社ファンケル

16 発芽玄米 株式会社ファンケル 16 発芽玄米製造機能付き調理装置 エムケー精工株式会社

17 玄米成分強化用人造米の製造法 アルファー食品株式会社 17 加工米 株式会社ファンケル

18 発芽玄米入りパン ドーマー株式会社 18 すし飯 有限会社食養の杜とやま

19 発芽玄米の製造方法及び製造装置 ドーマー株式会社 19
カルシウムを強化した発芽玄米の製造
方法、カルシウムを強化した発芽玄米

小山　信次

20
玄米粉末を含有する粉末状または顆
粒状の洗浄剤組成物

株式会社ファンケル 20 無菌玄米ごはんの製造法 ヱスビー食品株式会社

21
発芽玄米発酵水飴の製法及びその製
品

金弘　武人 21 無菌玄米入りごはんの製造法 ヱスビー食品株式会社

22 糠臭の低減された発芽玄米 伊那食品工業株式会社 22 玄米餅及びその製造法 株式会社ファンケル

23 発芽玄米の製造方法 田中　庸介 23 乾燥の五目御飯 徳永　貞喜

24 加工米飯および加工米飯の製造方法
株式会社アジア食貨総合
研究所

24 インスタント乾燥食品の製造方法 北陽株式会社

25 玄米もち米の乾燥粉 向井　智子 25 食用担子菌類用培地及び機能性食品
パワフル健康食品株式会
社

26 膨化玄米 キユーピー株式会社 26
γ－アミノ酪酸富化発芽玄米の製造
方法および該発芽玄米を含有する食
品

サンスター株式会社

27
食味の向上した玄米、白米、及び玄
米、白米等の食味向上方法

株式会社ダイゴ 27
発芽玄米を使用したうどんの製造方法
及び発芽玄米入りうどん

有限会社稲庭古来堂

28 炊飯用玄米発芽器 栗林　孝 28 改良玄米の製造方法 中川　浄治

29
健康緑米加工と健康加工食品及び飲
料及び飼料と複合制癌剤

田中　友爾 29
γ－アミノ酪酸含有量の多い発芽玄米
茶の製造方法及びその茶

株式会社サタケ

30 発芽玄米粉及びその加工食品 株式会社ファンケル 30
玄米若しくは発芽玄米を使用した加工
食品の製造方法

株式会社　星野本店

31
巨大胚米を用いた胚芽入り餅・団子生
地、甘酒及びおこし様菓子の製造法

独立行政法人　農業技術
研究機構

31
発芽種子の製造方法および発芽玄米
の製造方法

松下エコシステムズ株式会
社

32 パーボイル米の加工方法 株式会社サタケ 32 医食兼用物 光山　冬樹

33 発芽玄米の製造法 株式会社ファンケル 33 分搗玄米 株式会社山本製作所

34 焙煎発芽玄米の製造方法及び装置 株式会社唐房米穀 34
焙煎発芽玄米、同焙煎発芽玄米を含
有する飲食品

サンスター株式会社

35 玄米加工品 株式会社ファンケル 35 非常食品 遠赤青汁株式会社

36 発芽玄米餅 株式会社ファンケル 36 アルファ化発芽穀物粉の製造方法 柄木田製粉株式会社

37
高脂血及び高血圧予防又は治療用食
品

株式会社ファンケル 37 発芽玄米の製造方法
株式会社いかりスーパー
マーケット

38
味沁み蒟蒻入り発芽玄米炊飯無菌
パック及びその製造方法

有限会社イシダ 38
発芽玄米製造方法及び発芽玄米製造
装置及び発芽玄米製造機能を有する
調理装置

エムケー精工株式会社
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