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1 中華生麺の製造方法 学校法人みかしほ学園 40 酵素製剤及び麺類の製造方法 味の素株式会社

2 積層麺帯 日清製粉株式会社 41 麺の製造
ソシエテ　デ　プロデユイ
ネツスル　ソシエテ　アノニ
ム

3
保存性の高い生麺類及びその製造方
法

明星食品株式会社 42 鮭入りラ―メンのもと 廣兼　道恵

4 中華麺 株式会社小川食品 43 乾中華麺の製造方法
東京都中華麺製造業協同
組合

5
穀類加工食品用ほぐれ改良剤および
それを用いた穀類加工食品

オルガノ株式会社 44
もち性であり、かつ粘度安定性に優れ
たデンプンを含有する小麦粉を．．．

日本水産株式会社

6 手延中華麺およびその製造方法 東洋水産株式会社 45 麺類用穀粉及び該穀粉を用いた麺類 明星食品株式会社

7 麺類及びその製造方法 花王株式会社 46 麺類の製造方法 日清製粉株式会社

8 唐辛子麺 林　剛 47 無かんすいめん 新井　　實

9 麺類用材料 青木　一晃 48
かん水の代わりにカルシウムを用いた
中華麺の製造方法

株式会社サッポロ麺匠

10 茹で・蒸し中華麺及びその製造方法
株式会社キヨクトーインター
ナシヨナル

49
品質改良した生めんおよびその品質
改良方法

扶桑化学工業株式会社

11 生カップラーメン用パック麺 山崎　敏久 50
無臭ニンニクエキス及びこれを用いた
薬膳麺

サポート株式会社

12 麺類の製造方法 林　司朗 51
冷凍麺用穀粉組成物及びこれを用い
た冷凍麺及びその製造方法

株式会社キンレイ

13
スイゼンジノリを含有する麺類の製造
方法

熊本製粉株式会社 52 ラ―メン 株式会社　フタバ

14 冷凍ラーメン 加藤　真士 53 ラ―メン 株式会社　フタバ

15
食品、食品の保存方法、食品由来の
酵素に対する抗体及び食品保存剤

日本製粉株式会社 54 加工麺の食品シ―ト巻き食品 大徳食品株式会社

16 手延べ中華麺の製造方法 東洋水産株式会社 55 ラーメン ウイング興産株式会社

17 中華そば麺及びその製造方法 梅木　優 56 ラーメン ウイング興産株式会社

18 蒸煮麺線のほぐし方法 明星食品株式会社 57 ラーメン 株式会社　フタバ

19 麺 佐伯　譲一 58 麺類及びその製造方法 内藤　満男

20 中華麺着色用黄色色素の製剤。 キリヤ化学株式会社 59 ラーメン 株式会社　フタバ

21
中華麺用保存剤および保存性に優れ
た中華麺類の製造方法

アサマ化成株式会社 60
味噌、醤油、カレー、紫蘇、葱、茗荷、
韮、大蒜、梅、山椒、唐辛子、胡麻、胡
椒、山葵、ハーブなどの粉末入り麺類

葛生　幹夫

22 中華麺 株式会社小松屋食品 61 包装麺類およびその製造方法 日清食品株式会社

23
無かん粉乾燥中華風麺及びその製造
法

日本製粉株式会社 62 冷凍麺類及びその製造方法 日清食品株式会社

24 麺類及びその製造方法 雪印乳業株式会社 63 ハンバーグ入りラーメン 南井　勲

25 即席茹で麺 株式会社　宮城県南給食 64 冷たいラーメンの製法 周尾　正則

26 麺類用保存剤、及び麺類の静菌方法 第一工業製薬株式会社 65 ラーメン ウイング興産株式会社

27
生中華麺または半生中華麺の製造方
法並びにその調理方法

熊本製粉株式会社 66
トレー収納麺のならしプレス方法とその
装置

株式会社前川製作所

28 麺類の製造方法 アサマ化成株式会社 67 麺類及び麺類の製造法 鹿糠　久助

29
電子レンジ即席麺類およびその調理
方法

アサマ化成株式会社 68
電子レンジ調理用生中華麺及びその
製造方法

オーランドフーズ株式会社

30 多色麺類の製造方法 明星食品株式会社 69
常温流通生中華麺類及びその製造方
法

ハウス食品株式会社

31
水戻し電子レンジ麺類およびその調理
方法

アサマ化成株式会社 70 中華麺及びその製麺方法 岡本　治雄

32 麺類およびその製造方法 日清製粉株式会社 71 練り物加工食品およびその製造方法 尾木　敦

33 食品の製造方法および品質改良剤 アサマ化成株式会社 72 スープ入り容器 株式会社初雁麺

34 マイクロ波調理用生中華麺類 日清製粉株式会社 73 即席冷やし食品 株式会社キンレイ

35 麺類用穀粉組成物 日清製粉株式会社 74 ラーメン麺 株式会社ダイトウ・ライフ

36 麺類の製造方法 鳥越製粉株式会社 75
保存性に優れた非加熱穀粉半製品の
製造方法

佐藤　博之

37 中華麺類の製造方法 日清製粉株式会社 76
微粒子生大豆粉を添加した無かんす
いめんの製法

有田　俊幸

38 湯処理をする即席麺類の製造方法 明星食品株式会社 77
カードランアルカリ水溶液の低粘度化
方法、カードランアルカリ水溶液および
加工食品

オルガノ株式会社

39 味付き生めん 三洋ラヂエーター株式会社 以下１０点省略
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