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1 真空包装用フィルム 呉羽化学工業株式会社 40 青果物の鮮度保持包装体 住友ベークライト株式会社

2 不溶性固形物入り飲料の製造方法 サッポロビール株式会社 41
機能性成分富化発芽種子及び発芽種
子粉の製造方法

ピービーエム株式会社

3
袋の整形装置を備えた縦型真空包装
装置

東洋自動機株式会社 42 栗焙焼具 高橋　三造

4 調理栗の製法 カネボウ株式会社 43 栗の皮むき器 北村　晴雄

5 食品加熱用の粉粒体 明科町商工会 44 甘栗の表皮カッター オカリナ商事株式会社

6
渋皮風味の煮ころも栗きんとんの製造
方法及び栗きんとん

兵藤　保 45 調理栗の製法 カネボウ株式会社

7 生栗の渋皮の剥皮方法 森本　良一 46 栗の鬼皮剥皮方法 森本　良一

8 発酵食品 株式会社バイオックス 47 分割装置 株式会社竹越製作所

9 種実類の酸化防止方法 株式会社ブルボン 48 便通改善組成物
株式会社日本健康増進研
究会

10 栗おはぎ 山崎　静江 49
抗酸化剤、それを用いた食品及び化
粧品

カネボウ株式会社

11 複数層菓子とその製造方法 株式会社幸和工業 50 果実品質判定装置 ヤンマー農機株式会社

12 自己調味食品用袋 株式会社吉澤 51
熱処理による農産物の病害虫防除方
法及びその装置

根本　　久

13 混ぜおこわの製造方法 伊東水産食品株式会社 52 栗渋皮剥機 小野瀬　一

14 熟成栗の製造及び貯蔵方法 株式会社厚生冷蔵 53
栗の渋皮煮の製造方法と渋皮煮栗
ジャムの製造方法

兵藤　保

15 冷菓とその製造方法
ヤマサン食品工業株式会
社

54
加熱加工用皮付き生栗、剥き栗の製
法、栗の皮遊離方法、及び栗皮切り込
み装置

カネボウ株式会社

16 甘栗の表面加工剤と表面加工方法 甲東株式会社 55 加工栗 桜乳業株式会社

17 焙煎機 渡辺　元彬 56 回転栗焼き機 有限会社バグース

18 チョコレート被覆菓子の製造方法
株式会社冨士エンタープラ
イズ

57 もちあんまん ヤング　サクセス　リミテッド

19
栗の実の焙煎方法及びそのための装
置

泉　雄二 58 健康補助食品 津村　和男

20
調理用水処理剤及びこれを用いた食
品の製造方法

株式会社冨士エンタープラ
イズ

59 焙煎機 時井　一紀

21
栗の鬼皮剥皮方法、及びその方法で
得られた渋皮付きの栗

山口県 60 栗加工食品およびその製造方法 江崎グリコ株式会社

22 栗の鮮度保持用包装体 住友ベークライト株式会社 61 加工栗 桜乳業株式会社

23 食品の保存方法 三菱瓦斯化学株式会社 62 加工栗の製造方法および加工栗 株式会社エフコム

24 栗の鬼皮渋皮冷凍一斉剥離法 森本　由希子 63
芋、栗及び／又はかぼちゃの餡入り生
菓子の製造方法及び芋、栗及び／又
はかぼちゃの餡入り生菓子

森永乳業株式会社

25 剥き栗の製造法 小野食品興業株式会社 64
餅様食品用ミックス粉、それを用いた
餅様食品の製造方法及び該方法に
よって得られた餅様食品

日東製粉株式会社

26 栗の殻むき装置 小野食品興業株式会社 65 栗の渋皮除去具 福本　忠好

27 栗の殻の切れ目入れ装置 小野食品興業株式会社 66
クリ果実の害虫防除方法およびその装
置

株式会社タイガーカワシマ

28
抗酸化剤、それを用いた食品及び化
粧品

カネボウ株式会社 67 納豆入り菓子 高塚　多美子

29 甘栗 大和通商株式会社 68 中身を変えた大福もち 加藤　貴夫

30 ヤキグリ機 株式会社　日興製作所 69 固形食材の蜜漬け方法とその装置 有限会社ナカイ

31 加熱フィーダー 小野食品興業株式会社 70 低甘味栗甘露煮の製造方法
ヤマサン食品工業株式会
社

32 調理栗及びその製法 カネボウ株式会社 71 食品容器 ミナトパックス株式会社

33 調理釜 小野食品興業株式会社

34 ロースター 小野食品興業株式会社

35 栗の焙煎方法及び焙煎機 渡辺　元彬

36 栗渋取機 小野瀬　一

37 栗ひげ除去方法及び栗ひげ除去装置 株式会社里の菓工房

38 焼き栗焼成方法 東亜機械工業株式会社

39 青果物の鮮度保持包装体 住友ベークライト株式会社 以上７１点収録
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