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1 冷凍茹麺の加熱方法
株式会社日清製粉グルー
プ本社

36 ミル貝の肝入りパスタ及びその製法 金子　譲二

2 麺類用穀粉組成物 日清フーズ株式会社 37 耐冷凍性穀物製食品 八戸製麺株式会社

3 麺類およびその製造方法 日清製粉株式会社 38 うどんの製造方法 日清製粉株式会社

4 麺類の製造方法 日清食品株式会社 39 麺類の品質改良剤と麺類の製造方法 太陽化学株式会社

5 冷凍ドリア又は冷凍グラタン 味の素株式会社 40 冷凍麺類及びその製造方法 日清食品株式会社

6 大麦麺の製造方法 日本製粉株式会社 41 電子レンジ麺類の製造方法 片平　亮太

7 製麺方法及び麺類 日本製粉株式会社 42 冷凍麺弁当及びその容器
株式会社　シー・エフ・ネッ
ツ

8 麺類の製造方法 日清製粉株式会社 43 うどんの調理方法
株式会社すかいらーくレプ
ロ

9 凍結による澱粉老化を防止する方法 学校法人　関西大学 44 食物繊維強化麺類 松谷化学工業株式会社

10 冷凍スパゲッティの製造方法 日清フーズ株式会社 45 ゼラチン含有麺類 日清食品株式会社

11 茹麺類の製造法 日清フーズ株式会社 46
ペスカトーレスパゲティの製造方法及
びこれに用いるペスカトーレスパゲティ
用ソースキット

キユーピー株式会社

12 味付け春雨の製造方法 山崎　裕康 47 ウェットタイプの麺類の製造方法 日清食品株式会社

13 冷凍春雨の製造方法 山崎　裕康 48 麺類の製造法 日清フーズ株式会社

14 麺類のほぐれ性向上用油脂組成物 理研ビタミン株式会社 49 麺類の製造方法 日本食品化工株式会社

15
冷凍食品用凍結塊、冷凍食品、および
冷凍食品の製造方法

ヤヨイ食品株式会社 50
水に入れて解凍させるだけで美味しく
食べることが出来る冷凍蕎麦

川内　敏夫

16 麺類の製造方法及び麺類 株式会社アルファーフーヅ 51 調理済みパスタ及びその製造方法 日清フーズ株式会社

17
冷凍食品の解凍・加熱方法、包装体及
び製造方法

赤松化成工業株式会社 52 麺類の製造方法 理研食品株式会社

18 調味液付き冷凍食品 味の素株式会社 53 冷凍麺類の販売処理方法 鳥越　良和

19 茹麺類の製造方法 シマダヤ株式会社 54 麺類の製造方法 日清フーズ株式会社

20 半解凍麺の喫食方法 日本製粉株式会社 55 麺類用ほぐれ改良剤 鳥越製粉株式会社

21
冷凍麺類を電子レンジで調理するため
の容器

エビス株式会社 56
調理済み冷凍食品およびその製造方
法

福井　勇吉

22 冷凍麺製造用トレー 株式会社キンレイ 57 グルコシルセラミド含有麺類 日本製粉株式会社

23
冷凍調味液塊並びに調味液付き冷凍
食品及びその製造方法

日清食品株式会社 58 メントール含有麺類の製造方法 日本製粉株式会社

24
麺ほぐれ改良用組成物及びそれを用
いた麺類

株式会社Ｊ－オイルミルズ 59 冷凍豆腐うどんおよびその製造方法 吉田食品工業株式会社

25 手延べ風茹で麺及びその製造方法 シマダヤ株式会社 60
春雨の製造方法、それから得られた春
雨及び冷凍春雨並びに調味つき春雨

山崎　裕康

26
可食性容器及びそれを用いた冷凍食
品

株式会社サンデリカ 61 ライ麦粉含有麺類 日清フーズ株式会社

27
麺類の品質改良剤とそれを使用した麺
類

フジ日本精糖株式会社 62
マイクロウェーブ解凍・加熱用冷凍麺
類の製造方法

エース食品株式会社

28
食物繊維強化麺類および食物繊維強
化麺類の製造方法

日澱化學株式会社 63 麺類の自動調理方法及び装置 秋山　隆英

29 生中華麺類およびその製造方法 日清食品株式会社 64 麺皮類の保存安定剤 阪本薬品工業株式会社

30 真空凍結薬味粉末配合麺生地製造法 庄内開発有限会社 65 改質澱粉およびそれを原料とする麺類 三和澱粉工業株式会社

31
麺類用卵組成物及びこれを使用した
麺類並びにその製造方法

日本製粉株式会社 66 落下式による春雨の製造方法 森井食品株式会社

32 うどんおよびその製造方法 岸本株式会社 67 即席麺の製法および即席麺 株式会社井筒屋

33 食品改質剤
エーザイフード・ケミカル株
式会社

68
澱粉含有食品の吸水抑制剤及びそれ
が含まれた澱粉含有食品

伊那食品工業株式会社

34 即食豆乳ビビン麺 張　征宇 69 茹麺類の製造方法 シマダヤ株式会社

35 麺類の製造方法 味の素株式会社 70 冷凍麺の成形方法及び成形装置 株式会社武蔵野フーズ
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