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1
ムチン含有煮物及びムチン含有煮物の
製造方法

葛生　幹夫 36 発酵大豆およびそのの製造方法。 石原　一興

2 マトリックス型腸溶性・徐放性組成物 株式会社ＮＲＬファーマ 37
ビタミンＢ２高生産納豆菌、及び該納豆
菌を用いて製造された納豆

株式会社ミツカングループ
本社

3 納豆の発酵装置 タカノフーズ株式会社 38 微細挽割納豆の製造方法 株式会社ヤマダフーズ

4
雲南ＳＬ－００１菌の培養によるビタミン
Ｋの生産方法

須見　洋行 39 睡眠改善用組成物
株式会社ミツカングループ
本社

5 納豆容器 山根　さゆり 40 ご飯を入れて食べられる納豆容器 野村　誠一

6 カテキン誘導体の製造方法 株式会社フローラ 41 ノンオイル納豆ドレッシング 菅　善巳

7 自然形質転換能を有する納豆菌 味の素株式会社 42
納豆容器の縁つば部に、からしの袋が
収まるように形成した納豆容器。

飯高　公秀

8
ビタミンＫ高生産性菌株及びそれを用
いたビタミンＫの生産方法

旭松食品株式会社 43 乾燥納豆粉末加工食品 有限会社健康の駅

9 香りのよい納豆およびその製造方法 旭松食品株式会社 44 加工食品用容器 野村綜合商事株式会社

10 無菌納豆の製造方法 株式会社ヤマダフーズ 45 表面被覆切削工具
住友電工ハードメタル株式
会社

11 軟らかい納豆及びその製造方法 タカノフーズ株式会社 46 樹脂製容器の製造装置および方法 ホクエイ化工株式会社

12 芳香納豆の製造法 旭松食品株式会社 47 樹脂製容器の製造装置および方法 ホクエイ化工株式会社

13
発酵食品の製造装置及び発酵食品の
製造方法

京岐株式会社 48 納豆菌注射器 上田　文夫

14 美味からし納豆 濱田　正喜 49 高密度納豆菌胞子の製造法 チッソ株式会社

15 消臭除菌剤の製造方法 株式会社バイオ医療情報 50
免疫に対する機能性を高めた納豆及
び抗アレルギー用組成物

タカノフーズ株式会社

16 納豆充填装置 有限会社フォース 51 納豆の製造方法及び納豆
株式会社ナチュラルグルー
プ本社

17 発酵食品およびその製造方法 株式会社ホソダＳＨＣ 52 培地兼用発酵食品及びその製造方法
株式会社喜源バイオジェ
ニックス研究所

18
システインプロテアーゼインヒビター及
びその利用

株式会社ミツカングループ
本社 53 納豆菌ワクチン タカノフーズ株式会社

19
レーザー加工した納豆容器の製造方
法

タカノフーズ株式会社 54 カテキン誘導体の製造方法 株式会社フローラ

20 加熱処理納豆 濱田　正喜 55 末梢血行改善組成物 富士化学工業株式会社

21 納豆かき混ぜ機 河内　由昭 56
発酵食品及びその加工食品、並びにこ
れらの製造方法

旭松食品株式会社

22 大豆加工食品 株式会社まるや 57 納豆容器 土井　弘義

23
包装用容器のための開口弁、及び開
口弁を形成するための抜き型

リスパック株式会社 58 血圧上昇抑制作用を有する組成物 明治製菓株式会社

24
風味改善剤、これを用いた風味改善方
法及び飲食品

三井製糖株式会社 59 大豆の加工法と加工品の利用法 越智　猛夫

25 免疫賦活剤 理研ビタミン株式会社 60
アグロバクテリウムを介したダイズ国内
品種の形質転換体作出方法並びに形
質転換体当代及び後代の種子を・・・

タカノフーズ株式会社

26 大麦醗酵食品
株式会社　大豆工房　おら
が 61

新規納豆菌、及び該納豆菌を用いて製
造された柔らかい納豆

株式会社ミツカングループ
本社

27
ナットウキナーゼ及びビタミンＫ２の製造
方法

株式会社　ホンダ　トレー
ディング 62 納豆容器

くめ・クオリティ・プロダクツ株
式会社

28 食品包装容器 アンドウケミカル株式会社 63 頭皮外用剤 富士化学工業株式会社

29 ｔ－ＰＡ亢進物質及びその製造方法
株式会社　ホンダ　トレー
ディング 64

ムチン含有煮物及びムチン含有煮物の
製造方法

葛生　幹夫

30
線溶亢進剤及び線溶亢進効果を有す
る食品

株式会社　ホンダ　トレー
ディング 65

大豆煮汁から製造した醸造酢又は、焼
酎粕から抽出・分離したアポトーシスを
誘導するトリプトフォール誘・・・

株式会社丸美屋

31 乾燥粉末おから納豆 有限会社健康の駅 66 食用種子加工物 株式会社シービー

32
大豆ペプチド含有納豆およびその製造
方法

くめ・クオリティ・プロダクツ株
式会社 67

ナットウキナーゼを含む眼科疾患の治
療・予防剤

国立大学法人　熊本大学

33
目詰まりしない液垂れ防止手段および
それを備えたノズル

タカノフーズ株式会社 68 大麦発酵食品及びその製造方法 大山豆腐株式会社

34 凍結乾燥粉末納豆 有限会社健康の駅 69 まぶし納豆 麦とろ納豆株式会社

35 ｔ－ＰＡ亢進物質及びその製造方法
株式会社　ホンダ　トレー
ディング 70 プラスチック製食品容器の構造 伊藤忠フレッシュ株式会社
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