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ノボザイムス　ノース　アメリ
カ，インコーポレイティド
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食品産業電子利用技術研
究組合
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株式会社ポッカコーポレー
ション
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完全調理済みのベーコンを作るため
に、豚腹肉を乾燥保蔵処理および加
工処理する方法

オーエスアイ　インダスト
リーズ，インコーポレイティド

63 乾燥食品用包材 味の素株式会社

29 らせん形状食物製品
バーナード　マシューズ
ピー．エル．シー．

64 ベーコンの製造方法
株式会社イズミフードマシ
ナリ

30
魚落し身と眼窩脂肪組織を用いたサラ
ミ風味食品及びその製造方法

株式会社丸又 65 加工食肉及びその製造方法
エイアールジー　トレイディ
ング　ピーティーワイ　エル
ティーディー

31
肉及び肉様タンパク質を利用した常温
で長期保存可能な高タンパク質の健
康志向食品

伊藤ハム株式会社 66
オリーブ油を直接使用し、そして動物
性脂肪を可能最大限代替した、食肉を
ベースとする製品を製造する方法

“クレタ・ファーム・アノニモ
ス・ヴィオミチャニキ・アンド・
エンポリキ・エタイレイア”
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33 乾燥味付け鮪の製造方法 株式会社京食 68 加工品の品質保持方法
株式会社林原生物化学研
究所

34 挽肉加工製品の製造法 不二製油株式会社 69
通電加熱による食肉加工品の製造装
置及び製造方法

プリマハム株式会社

35
食肉のメト化抑制剤、メト化抑制方法お
よびメト化抑制食肉
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