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1 タマネギ含有レトルト食品の製造方法 ハウス食品株式会社 38 成型食品の製造方法 雪印乳業株式会社

2
レトルトソース用安定剤、レトルトソース
およびその製造方法

オルガノ株式会社 39 容器詰めパスタ アヲハタ株式会社

3
チーズ様乳化組成物及びその製造方
法

ミヨシ油脂株式会社 40 冷凍食品及びその製造方法 雪印乳業株式会社

4 ホワイトルー及びその製造法 旭電化工業株式会社 41
多層膜被覆食品素材及びそれを含む
食品

株式会社ニチレイ

5 ルウの製造方法 ハウス食品株式会社 42
電子レンジ加熱調理用食品及びその
製造方法

明治乳業株式会社

6 ホワイトソース及びその製造方法 雪印乳業株式会社 43 ホワイトソース組成物及びポテト系食品 味の素株式会社

7
ソース・たれ類の品質改良剤および
ソース・たれ類の製造方法

オルガノ株式会社 44
電子レンジで均一加熱が可能な冷凍
食品用容器及び冷凍調理食品

味の素株式会社

8
固形上掛けソース及びこれを使用した
加工食品

旭電化工業株式会社 45 キノコ加工品及びその製造方法 ハウス食品株式会社

9 チーズ様食品の製造方法 雪印乳業株式会社 46 電子レンジ加熱調理用包装食品セット 日清ハム株式会社

10
可食性容器入りレンジ加熱対応冷凍
食品

株式会社味の素タカラコー
ポレーション

47 食品用着色剤 味の素株式会社

11 静菌及び抗菌剤 雪印乳業株式会社 48 ホワイトソース 日清製粉株式会社

12 電子レンジ加熱調理食品 旭電化工業株式会社 49 冷凍食品及び冷凍加工調理食品 雪印乳業株式会社

13 電子レンジ調理加熱食品 旭電化工業株式会社 50
電子レンジ用食品容器およびそれを
用いた食品包装体

雪印乳業株式会社

14 ソース状食品の製造方法 ハウス食品株式会社 51 ソース状食品 日本水産株式会社

15 ホワイトルー及びその製造法 旭電化工業株式会社 52 穀類加工食品
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

16 パスタ層を有する食品製品の製造法
ソシエテ　デ　プロデユイ
ネツスル　ソシエテ　アノニ
ム

53
ホワイトソース様ソースベースを形成可
能な粉粒体組成物とその製法

ピジョン株式会社

17
パスタと充填物を含むカプセル化され
た栄養物

ソシエテ　デ　プロデユイ
ネツスル　ソシエテ　アノニ
ム

54 静菌剤
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

18 電子レンジ食品 雪印乳業株式会社 55 焙煎小麦粉の製造方法 ハウス食品株式会社

19
電子レンジ用トッピング組成物及び冷
凍食品並びにその製造方法

株式会社ニチレイ 56
酵素含有ペースト状食品用組成物及
びこれを用いてなる調理加工食品

鐘淵化学工業株式会社

20 調味材およびこれを使用した加工食品 旭電化工業株式会社 57
食品用保存剤およびそれを用いた食
品の保存方法

日清ファルマ株式会社

21 即席冷凍食品類 味の素株式会社 58 水中油型乳化脂 旭電化工業株式会社

22 ホワイトソース入りマヨネーズ キユーピー株式会社 59
ペースト状食品用組成物及びこれを用
いてなる調理加工食品

鐘淵化学工業株式会社

23
レトルトホワイトソース及びその製造方
法

日本製粉株式会社 60
大豆由来食品素材の製造方法および
加工食品

株式会社ベルリッチ

24
調理加工食品の物性改良剤および／
または物性保持剤

昭和産業株式会社 61 電子レンジ加熱用可食性熱制御素材 旭電化工業株式会社

25 食用乳化物 ミヨシ油脂株式会社 62 熱処理食品素材及びその製造方法 キユーピー株式会社

26
電子レンジ用冷凍食品およびその製
造方法

雪印乳業株式会社 63
発泡具材を含有する中具を有するフラ
イ食品及びその製造方法

味の素株式会社

27
ゆでパスタ及びレトルトパスタ並びにそ
の製造方法

日本製粉株式会社 64 惣菜用日持ち向上剤
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

28 きのこ含有ソース ライオン株式会社 65 保存性食品 ハウス食品株式会社

29 加工用濃縮乳 鐘淵化学工業株式会社 66 耐水性に優れた可食容器の製造方法
エム・シーシー食品株式会
社

30 調味料 大日本製薬株式会社 67 水中油型乳化脂組成物 鐘淵化学工業株式会社

31 水中油型乳化脂組成物 鐘淵化学工業株式会社 68
容器入り冷凍食品、チルド流通食品及
び常温流通食品、及びその製造方法

株式会社デリカシェフ

32 冷凍食品及びその解凍方法 日本酸素株式会社 69 ホワイトソース及びその製造方法 阪本薬品工業株式会社

33
成形冷凍食品及びこれを含有してなる
食品

鐘淵化学工業株式会社 70 加熱食品用クリーム類 旭電化工業株式会社

34 風味劣化抑制剤 雪印乳業株式会社 71 粉末状の食品保存改良剤 東和化成工業株式会社

35 緑色具材 キユーピー株式会社 72 風味油脂およびその製造方法 鐘淵化学工業株式会社

36 レトルト処理済ホワイトソース キユーピー株式会社 73 液状又はペースト状食品 ハウス食品株式会社

37 魚介類の塊粒状再構成肉製品 雪印乳業株式会社 以下２７点省略
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