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No,10890 登録・公開 平.25 65点 ￥16,000

No,10794       〃 平.24 62点 ￥16,000

No,10684       〃 平.23 60点 ￥15,000

No,10552       〃 平.22 58点 ￥18,000

No,10417       〃 平.21 70点 ￥21,600

No,10287       〃 平.20 73点 ￥23,600
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No,9907       〃 平.17 63点  ￥18,900

No,9786       〃 平.16 70点  ￥17,500
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No,9439       〃 平.14 67点  ￥15,400

No,9251       〃 平.13 64点  ￥16,000

No,9025       〃 平.12 63点  ￥21,300

No,8802       〃 平.11 63点  ￥21,300

No,10659 公開 平.13-平.22 66点 ￥16,000

No,10649 公開 平.13-平.22 65点 ￥16,000

No,10597 公開 平.15-平.22 69点 ￥20,000

No,10588 公開 平.13-平.22 100点 ￥30,000
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餅の製造加工方法と工程

餅の製造加工方法と工程
[登録・公開編]平成26年（1年間）　　64点
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1 切り餅 村山　哲夫 39 油揚げ袋物の製造方法 株式会社正徳

2 鏡餅容器 押尾産業株式会社 40 多連鏡餅セットおよびその包装体 大日本印刷株式会社

3 超音波照射難消化性処理デンプン フタムラ化学株式会社 41 食品の加熱調理方法 青葉化成株式会社

4
硬質発芽穀類加工食品およびその製
造方法

国立大学法人　新潟大学 42 米ペースト製造方法並びにその装置 株式会社いちまる

5
米を原料とする食材を用いた加工食品
並びにその製造法

株式会社いちまる 43 穀物加工品およびその製造方法 長谷川香料株式会社

6
タウリン高含有発芽種子及びその製造
方法、並びに食品の製造方法

独立行政法人農業・食品産
業技術総合研究機構

44 含水チョコレート様食品 不二製油株式会社

7 包装容器 株式会社ハタダ 45 連続紙箱作成用具 孫田　勝弘

8 餅様食品の製造方法 日清製粉株式会社 46
高濃度の糖質を含有する食品の安定
化法及び糖質高含有食品用の抗真菌
剤

アサマ化成株式会社

9 飾り具 株式会社きむら食品 47 鏡餅容器 株式会社きむら食品

10 もち様食品用ミックス
ＭＣフードスペシャリティー
ズ株式会社

48
容器に充填された粘稠物の表面処理
方法とその装置

東洋製罐株式会社

11 鏡餅セットおよび鏡餅セット用包装箱 大日本印刷株式会社 49 冷凍担々餅 内田　光正

12 鏡餅セット包装箱 大日本印刷株式会社 50 食品保存剤
ナガセケムテックス株式会
社

13 鏡餅用載置台 佐藤食品工業株式会社 51 鏡餅状容器 株式会社エスケイジャパン

14 鏡餅飾り具 株式会社きむら食品 52
伸餅用成形具及び伸餅の成形方法及
び伸餅

日比谷　浩平

15 切り餅 山田　康雄 53 鏡餅セットおよびその包装体 大日本印刷株式会社

16 大判焼風米飯食品の製造方法 小南　藤枝 54 穀物加工食品の酸臭低減剤
株式会社Ｍｉｚｋａｎ　Ｈｏｌｄｉｎ
ｇｓ

17 食品用老化防止剤の耐熱化
オリエンタル酵母工業株式
会社

55
耐熱性が改善されたもち菓子生地用
老化防止剤

理研ビタミン株式会社

18 包装餅 越後製菓株式会社 56 食品への粉体付着装置および方法 レオン自動機株式会社

19 切り餅 上嶋　梨沙 57
固くならない餅の製造方法及び該方法
で製造された餅

大韓民国農村振興庁

20 米粉の製造方法 株式会社奈良機械製作所 58
高温保形性を有する餅製造用混合物
およびそれを用いて製造された餅

三星精密化学株式会社

21 包装食品 鈴木　允 59
老化しにくい澱粉粒及びその製造方
法

グリコ栄養食品株式会社

22 鏡餅セット 大日本印刷株式会社 60 米澱粉ゲル含有食品 グリコ栄養食品株式会社

23
バリア性を有するヒ－トシ－ル性フィル
ム

大日本印刷株式会社 61 包装用トレイ 積水化成品工業株式会社

24 鏡餅用カートン 大日本印刷株式会社 62 置物 株式会社リュウコドウ

25 あぶり出し餅 石井　康弘 63 お鏡餅用装飾カバーおよびお鏡餅 たいまつ食品株式会社

26
餅又は団子用の老化防止剤、当該老
化防止剤を使用する餅又は団子の製
造方法、及び、当該老化防止剤・・・

日清オイリオグループ株式
会社

64 食品取扱用樹脂シート 青木　重典

27 鏡餅用載置台 佐藤食品工業株式会社

28 鏡餅容器 株式会社宏和

29
熱処理米粉組成物および菓子類また
は粉物の製造方法

株式会社日清製粉グルー
プ本社

30 鏡餅飾り 株式会社きむら食品

31
食品品質保持剤用粉末組成物、並び
に食品品質保持剤及びその製造方法

フロイント産業株式会社

32 鏡餅包装具 押尾産業株式会社

33 軟質化餅、及びその製造方法 名阪食品株式会社

34
鏡餅用容器およびそれを用いた鏡餅
セットの組立て方法

大日本印刷株式会社

35 鏡餅容器 押尾産業株式会社

36 餅状食品用ミックス粉 長岡香料株式会社

37 成形加工食品とその製法 大捕　雅志

38
抹茶含有食品を製造する方法及び抹
茶を含有する食品

三井製糖株式会社

以上64点収録
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