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1 高鮮度・高品質の食品流通加工方法 株式会社氷温 37 ウニ、イクラなどの保冷用トレー 有限会社丸八翔栄

2 イクラの静菌保冷方法
新東京インターナショナル
株式会社

38
チーズ様魚卵加工食品およびその製
造法

早渕　仁美

3 サケ卵加工食品の製造方法 株式会社ニチレイ 39 クリスピー食品およびその製造法 早渕　仁美

4 高圧電源装置 キヤノン株式会社 40 魚卵採取器具 横山　豪文

5 鮭の卵の加工食品及びその製造方法 増沢　靖久 41
二酸化塩素剤と超音波照射とを併用し
た除菌方法

助川化学株式会社

6 魚卵の自動分離装置 荒木　恒彦 42
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

青葉化成株式会社

7 塩カドのとれた魚卵加工品 日本水産株式会社 43 半流動状加工水産物の絞出し容器 大住　光雄

8 サケ卵の洗浄装置 株式会社タイヨー製作所 44 食品処理剤及び処理方法 クリーンケミカル株式会社

9
鮭、鱒の魚卵を使用した加工調味液
並びに鮭、　鱒の赤系色の補色と旨み
の補充方法並びに鮭、鱒　の切り身…

新居　高行 45
食品用除菌洗浄剤および食品の除菌
方法

扶桑化学工業株式会社

10
魚卵日持向上剤、魚卵日持向上方法
およびそれを含む食品

わらべや日洋株式会社 46 魚卵分離機 佐藤　厚

11
高度不飽和脂肪酸を多量に含有する
高品質リン脂質の製造法

日本化学飼料株式会社 47 魚卵の味付加工及び保存方法。
株式会社一級建築士事務
所ハーバーハウス

12
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 48
生鮮食品等の洗浄殺菌方法とその装
置

株式会社オメガ

13 日持向上剤 株式会社　多田フィロソフィ 49 イクラの製造方法 岩手県

14 魚卵の自動分離方法とその装置 小林　静子 50
スジコのほぐす方法とスジコのほぐす装
置とスジコのほぐす装置の使用方法

佐藤水産株式会社

15
鮭卵巣の裁断方法と鮭卵巣の裁断装
置

佐藤水産株式会社 51 醤油滓を利用した水産食品 吉川　修司

16 魚卵の退色防止方法 田辺製薬株式会社 52
天然多糖およびポリアミノ酸からなるカ
プセル・ビーズ状組成物および人工魚
卵

財団法人上田繊維科学振
興会

17
低温加熱殺菌したイクラ製品の製造方
法

日本水産株式会社 53 魚卵用品質保持剤
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

18 魚卵加工食品の製造法 株式会社源 54 生鮭の醤油漬並びにその製造方法 佐藤水産株式会社

19 魚卵塊食品およびその製造方法 新田ゼラチン株式会社 55 魚卵食品 キユーピー株式会社

20 魚卵の発色助剤 株式会社セイワテクニクス 56
辛子明太筋子および辛子明太いくらの
製造方法

菊地　勲

21 子持ち昆布食品の製造方法。 味の素株式会社 57 食品の殺菌方法 株式会社ハナマサ

22 イクラ選別洗浄機 株式会社ニッコー 58
水産品を連続的に調味する方法及び
その装置

佐藤水産株式会社

23 すじこ又はイクラの製造方法 扶桑化学工業株式会社 59 イクラの製造方法 東和食品株式会社

24
ウニといくらの醤油漬を混合させた食
品の製造方法

有限会社小町園 60 魚卵様食品及びその製造方法 キユーピー株式会社

25 魚卵の包装方法および包装体 ニチモウ株式会社 61
賞味期間の延長された魚卵又は白子
生製品

平岡幸惠

26
食品の夾雑物除去装置及び細菌除去
装置

北海道漁業協同組合連合
会

62 鮮魚の処理方法 平岡幸惠

27
シート状魚卵加工食品およびその製造
法

早渕　仁美 63 イクラ処理装置およびイクラ処理方法 春雪さぶーる株式会社

28
海洋深層水またはその濃縮・乾燥品で
処理した魚卵加工品

日本水産株式会社 64 薄塩魚卵とその製造方法
新東京インターナショナル
株式会社

29
魚加工製品、鰊加工製品及び冷凍マ
リネ

井原水産株式会社 65
賞味期間の延長された魚卵又は白子
生製品

平岡　幸惠

30 魚卵の加工方法 日乃食工業株式会社 66 鮮魚の処理方法 平岡　幸惠

31 大型魚類の採卵方法とその採卵器
株式会社低温食品加工技
術研究所

67 イクラ処理装置およびイクラ処理方法 春雪さぶーる株式会社

32 魚卵の品質改良方法 奥野製薬工業株式会社 68
冷凍魚介類の解凍調味方法及び解凍
装置

株式会社九研

33 魚卵製品及びその製造方法 有限会社スイケン 69
冷凍筋子の解凍血抜き装置、冷凍
筋子の解凍血抜き装置の使用方
法及び筋子製品の製造方法

株式会社カセイフーズ

34 魚卵製品及びその製造方法 有限会社スイケン

35 魚卵分離装置 株式会社タイヨー製作所

36 魚卵連続分離装置 株式会社タイヨー製作所 以下１１点省略

イクラの製造加工方法と製品　　　No.10188

[公開編]　　平成11年～平成19年（9年間）　　　　78点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥29,715    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥29,715　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥44,100　）


	No10188.pdf
	10188‹Äﬁà†Ł…K…C…h„^.pdf
	案内

	No10188.pdf
	案内





