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1
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 35 食品素材の改質方法 味の素株式会社

2 食品、飲料又は調味料 寳酒造株式会社 36 高復元性乾燥食品及びその製造方法 仙波糖化工業株式会社

3 カレールウ素材 ハウス食品株式会社 37 褐変抑制剤及びその製造方法
独立行政法人食品総合研
究所

4
青果物鮮度保持包装体及び青果物の
調理方法

住友ベークライト株式会社 38
玉葱残屑粉末よりなる家畜飼料および
その製造方法

株式会社ヤマウラ

5 健康飲料の製造方法 富嶺静蔵 39
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

6
調味材、調味材の製造方法及び調味
材を用いた食品の製造方法

ハウス食品株式会社 40 新規ローストオニオン
株式会社ポッカコーポレー
ション

7 玉葱を使ったしじみエキスの抽出方法 株式会社対島商店 41
野菜類いも類豆類穀物を原料とした加
工食品とその製法

株式会社日本ピックルス

8
タマネギの薄皮（表皮）を原材料とする
健康補助食品の製造方法。

塩田　高久 42 カット野菜の保存方法 住友ベークライト株式会社

9 呈味賦与剤 小川香料株式会社 43 タマネギ飲料及びその製造方法 有限会社ナガオカ

10 アリウム属植物エキスの製造方法 小川香料株式会社 44 乳酸発酵食品およびその製造方法 日本バイオ株式会社

11 洋食になど使用する加工済玉ねぎ 宮園　幸男 45 魚臭のマスキング剤 小川香料株式会社

12
香味増強素材、これを含む調理食品又
は調理食品用基材

ハウス食品株式会社 46 水産加工品の呈味増強剤 小川香料株式会社

13 焙煎玉ねぎの製造方法 ハウス食品株式会社 47
冷凍・解凍後も食感が保持される冷凍
野菜食品

日本水産株式会社

14
保健用基礎食品および複合健康増進
食品

有限会社　健康百二十才 48 包装剥き玉ねぎ 株式会社ワカバヤシ

15 健康増進用薬味組成物
コリア　インスティテュート
オブ　サイエンス　アンド　テ
クノロジー

49 包装容器入り練り玉ねぎ 株式会社ワカバヤシ

16
環状含硫黄アミノ酸高含有タマネギエ
キス及びその製造方法

日本新薬株式会社 50 タマネギ発酵調味料とその製造方法 株式会社　グリーンズ北見

17 香味料組成物 小川香料株式会社 51 タマネギ発酵物 株式会社東洋新薬

18 香味料組成物 小川香料株式会社 52 レトルト食品の製造方法 ハウス食品株式会社

19 香味賦与前駆体 小川香料株式会社 53 ソテー玉葱及びその製造方法 株式会社カネカ

20 香味料組成物 小川香料株式会社 54 調味料 中　健一

21 レトルト食品の製造方法 ハウス食品株式会社 55 野菜ペーストのレトルト食品 鎌田商事株式会社

22 野菜の洗浄殺菌方法 エナジーサポート株式会社 56
野菜おろし及び野菜おろし含有液状調
味料

日本デルモンテ株式会社

23
高濃度のγ―アミノ酪酸を含有する玉
葱食酢の製造方法

横浜油脂工業株式会社 57 新鮮な青果を保存するための方法
マントローズ－ハウザー　カ
ンパニー　インコーポレイ
テッド

24 タマネギの酵素処理方法 倉敷紡績株式会社 58 タマネギ加工食品、及びその製造方法
国立大学法人北見工業大
学

25
加工野菜、およびそれを使った即席サ
ラダ用食材

株式会社マルハチ 59 キムチの製造方法 ビュン，ジェ－ヨン

26
食品の軟化防止方法、食品の軟化防
止剤およびレトルト食品

青葉化成株式会社 60 水分抽出用の玉葱外皮粉末健康食品 有限会社にゅうとん倶楽部

27
タマネギの有効成分を製造する方法、
その製法によるタマネギの有効成分及
び糖尿病患者用保健食品

有限会社エム・エス・シー 61 ペースト状薬味ねぎ及びその製造方法 大山豆腐株式会社

28 ネギ属植物処理物
北海道ティー・エル・オー株
式会社 62 玉ねぎ茶の製造方法及び玉ねぎ茶 有限会社大迫工業

29 香辛料抽出物 ＯＣＩ株式会社 63
ドレッシングの製造方法及びドレッシン
グ

有限会社フミ

30
タマネギまたはニンニクの口臭を減少さ
せるための硫黄吸着剤

ピーキュー　ホールディン
グ，　インコーポレイテッド 64

ＰＰＡＲリガンド活性を有する植物由来
の組成物

株式会社カネカ

31 白キムチの製造方法
ハン　セウン　フード　カンパ
ニー，リミテッド 65

呈味増強剤及び該呈味増強剤を含有
する香味料並びに該香味料を含有す
る飲食物

小川香料株式会社

32 タマネギ発酵物の製造方法 株式会社東洋新薬 66
含硫化合物存在下で加熱処理された
玉葱加工品

味の素株式会社

33 液状化タマネギの製造方法。 倉敷紡績株式会社 67
玉葱残屑を原料とするケルセチン含有
粉末とその製造方法

株式会社ヤマウラ

34
オニオンピューレ又はオニオンパウ
ダーの製造方法、並びにそれを用いた
スープ又はソース

クノール食品株式会社 以下１３点省略
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