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1 コイのこぶ巻き 木村松行 44 魚体の調理方法 有限会社豊隆会舘

2 シート状食品の製造方法 新海豊一 45 一夜干保存用鮎 株式会社鮎家

3 鯉の卵の塩漬方法 石関茂 46 保存用鮎の酒蒸し又はワイン蒸し 株式会社鮎家

4 柳川鍋セット 株式会社白浜フーズ 47 骨抜魚加工品 鹿糠　久助

5 魚の包み焼き製造法 遠藤　孝利 48
減圧処理による低温下での活魚介類
の保存方法

株式会社氷温

6 養殖鮎の調理方法 株式会社加納食品 49 魚類等の煮物食品の製造方法 株式会社福一旅館

7 骨酒用魚類の加工法 石川淡水魚販売株式会社 50
生の魚・食肉類の超低温燻製による品
質保持処理方法及びその装置

山岡　金光

8 味付鯉、鮒等の製造法 土田　式蔵 51 食品の低温保存方法 株式会社日本製鋼所

9
繊維状大豆加工品と漬物原料を漬込
んでなる漬物

旭松食品株式会社 52 子魚の乾燥品の製造法 曽我　哲義

10 魚の姿骨の揚げ物 石沢　賢一 53 加工食品の製造方法 寳酒造株式会社

11 箱入佃煮 佃食品株式会社 54 酒燗材料の一揃え 有限会社荻原所

12 即席鯉こくの製造法 東信福祉事業協同組合 55 乾燥スープ 株式会社鮎家

13 魚介類から抽出液を製造する方法 岩谷　明 56 魚貝類の惣菓 株式会社鮎家

14 ホルモンバランス調整食品 株式会社大阪薬品研究所 57 ヤマメ酒の素 後藤　憲一

15 体内水代謝食品 小松　弘明 58 魚貝類の惣菓製造方法 株式会社鮎家

16 煮魚 松下　隆俊 59
コイ全魚体抽出油液を含有する健康
用飲食品

岩谷　明

17 内臓付小魚の保存法 橋本　尭夫 60
健康飲食品用コイ魚体抽出油液とそ
の製造法

岩谷　明

18 昆布巻およびどの製造方法 鹿島槍養殖漁業生産組合 61 うるか及びうるかの製造方法 株式会社鵜舞屋

19 魚加工品の製造方法 中央水産株式会社 62 加工食品の製造方法 寳酒造株式会社

20 塩辛 株式会社鵜舞屋 63
ぬか味噌床ならびにそれを用いたぬか
味噌漬け及び魚介　類の干物の製造
方法

山川　京子

21 眼部健康食品 株式会社大阪薬品研究所 64 魚の開き 富士養鱒漁業協同組合

22 干し鮎 田中　信孝 65 鯉こく料理 株式会社かも田

23 魚の骨抜加工方法 鹿糠　久助 66 昆布巻及びその製造方法 株式会社ノムラフーズ

24
酵素分解能を添加したエチルアルコー
ル溶液による漬物加工法

武川　普 67 生魚の調理方法および装置 株式会社うおすけ

25 保存用魚製品の製造方法 若原　譲 68 保存用鮎の酒蒸し又はワイン蒸し 株式会社鮎家

26 水畜産加工品の製造方法 三栄化学工業株式会社 69 魚類等の骨酒及び骨酒の製造方法 秋田県

27 健康食品 江口　秀人 70 佃煮の製造方法 キッコーマン株式会社

28 佃煮類 武田薬品工業株式会社 71 高鮮度・高品質の食品流通加工方法 株式会社氷温

29 魚介類加工食品及びその製造法 味の素株式会社 72 固形塩辛及びその製造法 株式会社スギヨ

30 栄養補助食品 有限会社うな允 73 鯉全魚体搾汁の製造法 岩谷　明

31 塩蔵魚卵の製造法 株式会社ニチレイ 74 抗アレルギー魚醤油 仙味エキス株式会社

32 あゆ酒パック サガミ計測株式会社 75 骨酒の素 伊藤　斉

33 テアンデロース含有佃煮 旭化成工業株式会社 76 姿焼鮎を利用した加工食品 廣兼　道恵

34 小魚類甘露煮の製法 川合　郁子 77 魚類等の残滓加工処理方法 株式会社うな江戸

35 すし 西谷　友紀 78
塩焼き鮎の保存方法及び保存用塩焼
き鮎

株式会社鮎家

36 骨酒用容器 有限会社熊崎淡水魚 79
鯉の胆嚢、血液及び鱗を主成分とした
食品

宮本　愿夫

37 うなぎ惣菜 株式会社鮎家 80 新規魚肉加工食品及びその製造法 味の素株式会社

38 焙焼魚介類フレーバー 長谷川香料株式会社 81
鮭科の生魚の調理方法及びその調理
品

株式会社辰巳

39 燻製魚介類フレーバー 長谷川香料株式会社 82
魚の輪切り方法、およびそれに使用す
る魚用輪切り装置

正木　和夫

40 肉、魚貝類の呈味改良剤 小阪　レイコ 83
加工泥鰌（どじょう）の製造方法若しく
は製造装置及び冷凍泥鰌の製造方
法。

株式会社ミノコー

41 生湯葉巻鮎の製造方法 株式会社岐阜鮎水産 84 魚類の保存方法 卜部　俊郎

42 味付豆腐を内蔵させた鮎の製造方法 株式会社鮎家 85 鮒鮨の製造方法 滋賀県

43 鮒寿しの製造方法 北村　眞一 以下７点省略
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