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No,6876 〃 〃 昭.55-平.1 80点 ￥25,700
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No,9302 〃 生鮮野菜の殺菌・鮮度保持包装方法 平.5-13 76点 ￥19,000
No,9358 〃 青果物の鮮度保持包装方法 平.9-13 70点 ￥16,000
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1 生鮮物の鮮度保持剤とその用法 株式会社すかいらーく 1 食品の処理法 太田　敏行

2 根菜類の保存方法 日本化薬株式会社 2 食品の変色防止剤 理研ビタミン株式会社

3 冷凍カット野菜類の製造方法 カゴメ株式会社 3
包装用袋へ食品を挿入する方法及び
装置

株式会社クロバー食品

4 植物体の鮮度保持方法 雪印乳業株式会社 4 蓮根の貯蔵方法 本州製紙株式会社

5 乾燥野菜類 太陽化学株式会社 5 冷凍食品及びその製造方法 株式会社大福食品工業

6
お茶として飲用される果実－ゴボウ組
成物

池　真満 6 青果物のパレット単位の長期保存方法 本州製紙株式会社

7 保存食品の製造方法 小野　鐸治 7
果実・野菜類の変色防止方法とそのた
めの変色防止剤

青葉化成株式会社

8 ごぼう加工食品 キユーピー株式会社 8 漬物成形食品およびその製造法 武田薬品工業株式会社

9
野菜ス―プの製造方法および野菜ス
―プ

村木　通良 9 生鮮物の変色防止剤 太陽化学株式会社

10 佃煮の製造方法 株式会社小倉屋柳本 10 蓮ワインの製造法 山梨薬研株式会社

11 乾燥ゴボウ製造方法 吉良食品株式会社 11
加熱殺菌密封包装容器入り食品及び
その製造法

太陽化学株式会社

12 袋詰めキンピラゴボウ 吉良食品株式会社 12 野菜類の調理方法 日清製粉株式会社

13 即席キンピラゴボウ 吉良食品株式会社 13 蓮根の貯蔵方法 株式会社四国総合研究所

14 野菜スープの製造方法 小平　康博 14 密封パック入り加工野菜食品 味の素株式会社

15 野菜の処理法 太陽化学株式会社 15 生ものの鮮度保持法 菱田　巌

16 乾燥野菜の製造方法 帯広川西農業協同組合 16 野菜類の煮崩れ防止方法 日清製粉株式会社

17 香味液 キッコーマン株式会社 17 固形野菜食品およびその製造法 武田食品工業株式会社

18 焙煎野菜とその製造方法 フジスコ株式会社 18 野菜類加工食品の製造法 味の素株式会社

19 包装食品 有限会社松兵衛 19 冷凍野菜の品質改善法 味の素株式会社

20
果物及び野菜の変色防止剤及び変色
防止法

日本新薬株式会社 20 パウチ詰惣菜 キユーピー株式会社

21 野菜スープの製造方法 株式会社蔵王ミート 21 鰻及び蓮根の加工食品 川口　憲

22 冷凍保存用煮込み野菜 常盤薬品工業株式会社 22 植物の完全単細胞化方法
有限会社高橋慧食品研究
所

23 ごぼうの砂糖菓 寺門　ひろ子 23 野菜加工食品及びその製造方法 竹中　秀雄

24 野菜スープおよびその製造方法 メロディアン株式会社 24 生鮮食品の貯蔵方法 株式会社生体科学研究所

25 蒸し野菜急速乾燥粉末粉製造方法 水梨　潔 25 生レンコンの保存方法 柳井農産株式会社

26 野菜抽出エキス含有製剤 株式会社トキワ漢方製薬 26 根菜エキスおよびその製造方法 青木　和江

27
野菜類又は果実類の細断食品の製造
方法

株式会社弘前丸魚 27
乾燥した野菜、果実、及び／又は種子
類と　　　　　　　　　　　　　その製造方法

株式会社　藤亀

28 冷凍野菜の製造方法 昭和産業株式会社 28
冷凍用青果物及びこれを含む冷凍食
品

旭化成工業株式会社

29 新規な塩蔵食品の製造方法 韓国科学技術院 29
あらゆる粉末、顆粒に黒酢粉末を混合
させた食品

株式会社一心産業

30 野菜水の製造方法およびその野菜水 新居　敏春 30 植物系食品の冷凍方法及び解凍方法 株式会社生体科学研究所

31
牛蒡等野菜を含有するチキン・ロール
及びその製造法

有限会社鳥末食品 31 野菜類の加熱処理方法 ハウス食品株式会社

32
プラスチック製袋入りカットごぼう及び
カットごぼうの保存方法

株式会社山七産業 32 漬物の製造方法 株式会社新進

33
野菜破砕物およびそれを用いた調味
料

キッコーマン株式会社 33
クロロフィルを含有せず、ポリフェノー
ル類を含有する野菜の変色防止の方
法

イシハラフーズ株式会社

34
軟化防止野菜および野菜類の軟化防
止方法

ハウス食品株式会社 34
安定性に優れた乾燥植物体およびそ
の製造方法

三星食品株式会社

35 植物二次代謝産物の製造方法 三井化学株式会社 35 野菜によるデザート菓子の製造方法 酒井　正二

36 根こんぶこぶまき 不二食品株式会社 36 ノンフライ調理法とその用途
株式会社林原生物化学研
究所

37 黒酢牛蒡の製造方法 株式会社一心産業 37 健康食品ふりかけ組成物 金武　英一

38 野菜類の保存方法 秋田県 38 容器入り密封包装惣菜の製造方法 味の素株式会社

39 シュー皮に包まれたサラダ 壽洋菓株式会社 39 包装部材、包装体及び包装方法 呉羽化学工業株式会社

40 食品のあく抜き剤及びあく抜き方法 遊木　恒雄 40
活性酸素消去材、フィルター、健康食
品、食品、飲料

マリーンバイオ株式会社

以下３０点省略 以下１１点省略

　　　　　　(セットA)　ゴボウの処理加工方法と製品

セットA[公開編]　平成５年～平成１４年（１０年間）　70点　  CD-ROM版　　￥16,100　Ｂ５製本版　 ￥16,100　一括購入　￥24,000

セットB[公開編]　平成５年～平成１４年（１０年間）　51点　  CD-ROM版　　￥11,700　Ｂ５製本版　 ￥11,700　一括購入　￥17,000

(セットA) (セットB)

　　　　　　(セットB)　レンコンの処理加工方法と製品 　　No.9543


