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1 ペットフード 株式会社わんわん 32
嗜好性の改善されたキャットフード組成
物

コルゲート・パーモリブ・カン
パニー

2 ペットフード 日清ペット・フード株式会社 33
食餌補助剤としてβ－カロチンを用い
た動物の免疫応答を高める方法

ジ・アイアムズ・カンパニー

3 ペット用ミルク 森永乳業株式会社 34
コンパニオン動物のグルコース代謝、
飽満、及び栄養吸収を改善する方法

ジ・アイアムズ・カンパニー

4
押出成形装置及びその押出成形装置
を用いたペットフ－ドの押出成形方法

日清製粉株式会社 35 多層から成る缶詰のペットフード
ソシエテ　デ　プロデユイ
ネツスル　ソシエテ　アノニ
ム

5 飼料並びにその製造方法
農林水産省中国農業試験
場長

36 積層缶詰ペットフード
ソシエテ　デ　プロデユイ
ネツスル　ソシエテ　アノニ
ム

6 フィルム状に成形されたペットフード 株式会社スマック 37 嗜好性向上ペットフード用組成物 太陽化学株式会社

7 ペット用消臭ドリンク 大野　秀隆 38
寒天加工品の製造方法及びその利用
食品又は飼料

村松　幸子

8
動物の排泄物の臭いを低減あるいは
消去する方法、その方法に使用する配
合剤およびその配合剤を．．．

高砂香料工業株式会社 39 ペット用カップフード 新井原　博

9
海綿動物タンパク質加水分解物及び
その製造方法

中村　憲司 40 動植物等生物の育成方法と育成用水 株式会社野澤技研

10 ペット食品とその製法 南国興産株式会社 41 ペット、家畜類の健康フード 金子　由起子

11 動物用ダイエット飼料 ソマール株式会社 42
共役リノール酸を有効成分とする脱共
役蛋白質発現亢進剤

厚生省国立健康・栄養研究
所長

12 ドライペットフ―ド及びその製造方法 日本製粉株式会社 43 動物の治療用餌 坂本　泰雄

13
硫酸還元菌からの硫化水素産生阻害
剤およびそれを含有する飲食物等の
硫化水素産生阻害組成物

株式会社ロッテ 44 ペットフード及びその製造方法 日本製粉株式会社

14
包装袋に関するミシン目と粘着テ―プ
の付いた開封装置

平野　利正 45 悪臭抑制ペットフード 松下電器産業株式会社

15 ペットフード 日本食品化工株式会社 46
担子菌を含有する健康食品、飼料なら
びにペットフード

王子製紙株式会社

16 ペットフード
株式会社バイオテックジャ
パン

47
ペット用フード容器への虫害予防方法
及びそのためのフード容器装置

海野　正幸

17 動物糞尿消臭用飼料 株式会社太田胃散 48 ペットフード アース製薬株式会社

18 無添加ペットフードの製造方法 日食商事株式会社 49
家畜、家禽及びペットフード用飼料添
加剤

長谷川香料株式会社

19 ペットフ―ド 中嶋　文夫 50 動物用飼料添加物 株式会社日健総本社

20 柔らかい生皮製品及び方法
ザ・ハーツ・マウンテン・コー
ポレイション

51 ペット動物生理活性物質
ハートリー・オン・テラピー株
式会社

21 食用デンプンの成形方法
ティー．エフ．エイチ．パブリ
ケーションズ、インコーポ
レーテッド

52 ペット用飼料及び給餌方法 ニッチク薬品工業株式会社

22 飼料の製造方法 日本配合飼料株式会社 53 固形状ペットフード 日清製粉株式会社

23
食物補助剤、これを含む食物製品、及
びこれらの使用方法

コンパーニュ　シミク　ダキタ
ン

54 動物体の脂質代謝改善剤 昭和電工株式会社

24
多色棒状ペットフードの製造方法及び
装置

日食商事株式会社 55 抗肥満剤及び脂質代謝改善剤 理化学研究所

25 動物投与剤および飼育方法 昭和電工株式会社 56 動物糞尿臭消臭用飼料 株式会社太田胃散

26
共役リノール酸を有効成分とする褐色
脂肪増加剤

リノール油脂株式会社 57 ペットフード
株式会社日清製粉グルー
プ本社

27
ジオキサビシクロ〔３．３．０〕オクタン誘
導体を有効成分とする体脂肪低減剤

リノール油脂株式会社 58 ペットフード ライオン株式会社

28
飼育動物用食物繊維性飼料及びその
製造法

川野　信久 59 ペットフード ライオン株式会社

29 セミモイストペットフード マスターフーズ　リミテッド 60
犬特有の感染症の予防・治療用ドッグ
フード

全国農業協同組合連合会

30
脂肪蓄積抑制剤、抗肥満剤、食品添
加物、食品及びペットフード

日本製粉株式会社 61 ペットフード 山陰建設工業株式会社

31 処方化エマルジョン製品
ソシエテ　デ　プロデユイ
ネツスル　ソシエテ　アノニ
ム

62 ペットフード製品 ジ・アイアムズ・カンパニー

以下５８点省略

ペットフードの製造加工方法 　　　No.9474
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