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1 麺類用の調味ソース カゴメ株式会社 35 ゲル状ソース類の製造法
株式会社日清製粉グルー
プ本社

2
利用範囲の広いトマト風味のケチャッ
プの製造法

株式会社ナガノトマト 36 ソース状食品 日本水産株式会社

3
ダイス状野菜混合トマトケチャップ風味
ソースの製造法

株式会社ナガノトマト 37 新規チリソースの製造法 マルボシ酢株式会社

4 ソース
株式会社ペッパーフード
サービス

38 ハーブ含有ソース類の製造方法
株式会社日清製粉グルー
プ本社

5
パスタ用ソース及びその製造方法並び
に該パスタ用ソースを用いたレトルト食
品

日清製粉株式会社 39
調理用調合物の繋ぎ基剤及びそれの
製造法

ベストフーズ

6 トマトソース 株式会社誠和 40
ロータリー炒め機ならびに炒め玉葱お
よびソフリットの製造方法

味の素株式会社

7 タンパク質含有飲食品の着色方法 日本デルモンテ株式会社 41
トマトファイバー、これを含有するトッピ
ング材及びフィリング材、並びに食品

カゴメ株式会社

8 パスタソース ライオン株式会社 42
呈風味の改善されたレトルトまたは缶
詰食品の製造法

味の素株式会社

9 マイクロ波加熱用ソ－ス食品 株式会社雪国スーペルバ 43 ソース類の冷却方法及び使用器具 日本製粉株式会社

10 バジルソース及びその製法 キユーピー株式会社 44 調味料 旭電化工業株式会社

11 ソース助剤 ベストフーズ 45 ソース類の製造方法 日清フーズ株式会社

12
ボウル中に包装した電子レンジ調理可
能なパスタ

ベストフーズ 46 冷凍パスタ食品及びその製造方法 カゴメ株式会社

13 コイル状に巻いた詰物入りパスタ
スピーディー・ガストロノミ
カ・ソシエテ・アノニム

47 調味組成物 ヤマサ醤油株式会社

14
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 48
バルサミコ酢をベースにしたバルサミコ
ソース

アチェトゥム　ソチエタ　レス
ポンサビリタ　リミテ

15 トマトピューレの製造方法 株式会社ナガノトマト 49 レトルトソース類の製造法 日清フーズ株式会社

16 きのこ含有ソース ライオン株式会社 50 団粒魚卵含有ソース 日清フーズ株式会社

17
電子レンジ耐性を有する魚卵類含有
冷凍ソース及び該ソースを含有する冷
凍食品

日清フーズ株式会社 51 具入りスープ麺の提供方法 大塚化学株式会社

18
トマトケチャップと海苔を利用した調味
料

羽田　武文 52 魚卵粒入りソース類 日清フーズ株式会社

19
植物質を素材とするクリ―ム状の食品
及びそのための方法

ベストフーズ 53 トマトベースのソース 大和製罐株式会社

20 貝類含有ソース類及びその製造方法 日清製粉株式会社 54 塩分の高い調味混合物
フックス　ゲーエムベーハー
ウント　コンパニー

21
容器入り貝類含有ソース類の製造方
法

日清製粉株式会社 55 凍結食品及びその製造方法 日本酸素株式会社

22
容器入り貝類含有ソース類の製造方
法

日清製粉株式会社 56
電子レンジ調理用冷凍麺類、その製造
方法および加熱復元方法

有限会社シーシーアイ

23
容器詰パスタ及びそれを用いたサラダ
キット

キユーピー株式会社 57 パスタ用調味料 キユーピー株式会社

24 香草生葉漬醤油魚醤 大澤　晧年 58 加工食品 キユーピー株式会社

25 調理冷凍食品及びその製造方法 株式会社富士食品 59
容器詰め無菌パスタの製造方法及び
容器詰め無菌パスタ

カゴメ株式会社

26 容器詰めパスタ アヲハタ株式会社 60 ソース類の製造方法 日清フーズ株式会社

27
ソース類の保油剤並びにソース類及び
その製造法

不二製油株式会社 61 クリームソース類の製造方法 日清フーズ株式会社

28 容器入り食品 キユーピー株式会社 62 容器詰め水中油型乳化パスタソース キユーピー株式会社

29
保存性に優れた卵黄組成物およびそ
れを用いた食品

昭和産業株式会社 63 レトルトパスタソース キユーピー株式会社

30
ソース入り冷凍スパゲッティの製造方
法

日清フーズ株式会社 64 レトルトパスタソース キユーピー株式会社

31
ソース入り冷凍ソテーパスタの製造方
法

日清フーズ株式会社 65 パウチ入りレトルトパスタソース キユーピー株式会社

32
ソース入り冷凍スパゲッティの製造方
法

日清フーズ株式会社 66
スティック裁断野菜用ソースとその製造
方法

株式会社ミツカングループ
本社

33
魚卵粒の処理方法およびその魚卵粒
を用いたソース類の製造法

日清製粉株式会社 67 ホワイトソース類の製造方法 日清フーズ株式会社

34 魚卵食品 キユーピー株式会社 68 改善された調理性を有する即席パスタ ベストフーズ

以下１４点省略
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