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(セットA)
1 醤油製造における連続濁度測定方法
2 醤油用原料の製造法
3 火入れ醤油処理方法
4 濃厚醤油及び濃厚顆粒醤油の製造法
5 甘味醤油の製造方法
6 着色調味料
7 低リン食品の製造法
練製品加工用醤油及び練製品の製造

8法

泡状醤油，気泡性醤油組成液及びそ

9 の製造法

10 香気成分の濃縮法
11 調味液の製造法
12 醤油用加工原料の製造法
13 濃色醤油の製造方法
14 醤油の製造法

(セットB)
キッコーマン株式会社
東邦レーヨン株式会社
東邦レーヨン株式会社

ヤマサ醤油株式会社
キッコーマン株式会社

1 食品加工用醤油の製造法
2 脱色吸着材
3 メラノイジン色素含有液の脱色方法
4 メラノイジン着色液の脱色方法
5 淡色な液状食品の製造法
6 醗酵調味料の製造法
7 改良醤油

キッコーマン株式会社

8 液状食品の脱色方法

株式会社中埜酢店

キッコーマン株式会社

9 淡色な醤油様調味料

ヤマサ醤油株式会社

中国醤油醸造協同組合
日清製粉株式会社
日東電工株式会社
キッコーマン株式会社
畑醸造株式会社

キッコーマン株式会社
キッコーマン株式会社
日清製粉株式会社
キッコーマン株式会社
食品産業ハイセパレーショ
ン・システム技術研究組合

15 産膜酵母の増殖防止方法および装置 キッコーマン株式会社
火入れ醤油の処理工程における膜の

10 メラノイジンの脱色方法
11 低塩分淡口醤油の製造方法
12 醤油の製造法
13 黄色調味液および着味着色方法

東邦レーヨン株式会社
キッコーマン株式会社
キッコーマン株式会社
株式会社ツルオカ

アサマ化成株式会社
合資会社セツタヤ
キッコーマン株式会社

15 醤油様調味液の製造法

ヤマキ株式会社
滋賀県経済農業協同組合
連合会
佐賀県味噌醤油醸造協同
組合

14 調味液の製造法

16 洗浄方法

日東電工株式会社

16 キトサン醤油の製造法

安東 二郎

17 醤油用加工原料の製造法

日清製粉株式会社

17 醤油の製造法

18 濃色醤油の製造方法

キッコーマン株式会社

18 醤油様調味液の製造法

キッコーマン株式会社
佐賀県味噌醤油醸造協同
組合

19 醤油

第一工業製薬株式会社

19 清澄醤油の回収方法

福岡県醤油醸造協同組合

20 醤油の製造方法

中村 徳治

20 醤油の製造方法

21 含塩調味液の保存方法

21 醸造用大豆の製造方法

22 着香醤油

キッコーマン株式会社
食品産業ハイセパレーショ
ン・システム技術研究組合

大日本インキ化学工業株式
会社
日清製粉株式会社

22 醸造用加工原料の製造法

日清製粉株式会社

23 醤油用加工原料の製造法

日清製粉株式会社

23 造方法

有限会社ゼセイケン

24 醤油の製造方法
25 濃厚調味液の製造法
26 もろみ調味料
27 つゆ用醤油及びその製造法
28 醤油の製成方法
29 醤油火入れオリの処理方法
30 醤油の製造法
31 醤油の製成方法

高橋 彌次右衛門

24 淡色醤油の製造方法
25 醤油の製造方法
26 淡色醤油の製造方法
27 淡色醤油の製造方法
28 醤油の製造法
29 活性炭による醤油の脱色処理方法
30 食品発酵液の連続的脱色・再生方法
31 醤油の製造法

キッコーマン株式会社

大塚化学株式会社
東邦レーヨン株式会社
ヤマサ醤油株式会社

32 淡色本醸造醤油の製造法

日清製粉株式会社

キッコーマン株式会社
キッコーマン株式会社
キッコーマン株式会社
キッコーマン株式会社

遠心分離による醤油の清澄化法及び

調味料の製造方法及び調味食品の製

味の素株式会社
キッコーマン株式会社
キッコーマン株式会社
キッコーマン株式会社

32 ドコサヘキサエン酸を含む醤油

キッコーマン株式会社
日清製粉株式会社
キッコーマン株式会社
財団法人相模中央化学研
究所

33 蛋白調味液の製法

阪急共栄物産株式会社

33 に醤油の製造方法

味の素株式会社

34 調味液の製法
35 液状食用品の呈味向上方法
36 濃厚本醸造醤油の製造法
37 低リン醤油の製造法
38 産膜性酵母の産膜阻害剤

阪急共栄物産株式会社

宮城県

日清製粉株式会社
ヤマサ醤油株式会社
徳島県

34 ハトムギ種実を使った醤油の醸造法
35 発酵食品の製造方法
36 醸造原料の製造法
37 淡色調味液の製造法
38 粉末調味料の製造法

39 液体調味料の製造法

味の素株式会社

39 法および淡色調味料の製造方法

40 ペースト醤油及びその製造法
41 液体醸造食品の製造法
42 昆布分解液及び昆布醤油の製造法

キッコーマン株式会社

40 淡色・減塩醤油
41 醤油用原料の処理法
42 醤油

旭硝子株式会社

キッコーマン株式会社
阪急共栄物産株式会社

以下３５点省略

醤油醸造原料とその製造方法、並び

魚類由来のプロテアーゼ、その製造方

京都府
日清製粉株式会社
日清製粉株式会社
井村屋製菓株式会社
宮城県
キッコーマン株式会社
キッコーマン株式会社
小沼 信一

以下１７点省略

