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1 調味料の製造法 キッコーマン株式会社 41 醤油の製造法 日清製粉株式会社

2 醤油の製成方法及び装置 キッコーマン株式会社 42 醤油の製成方法 キッコーマン株式会社

3 しょう油のろ過装置 東芝セラミックス株式会社 43 諸味の揚槽方法 ヒゲタ醤油株式会社

4 醤油製造における連続濁度測定方法 中国醤油醸造協同組合 44 醤油諸味の圧搾濾過方法 大塚化学株式会社

5 調味液の速譲装置
食品産業バイオリアクター
システム技術研究組合

45 活性炭による醤油の脱色処理方法 大塚化学株式会社

6 食品精製用吸着剤 水澤化学工業株式会社 46 発酵食品からの液体回収方法 大塚化学株式会社

7 オリの生成防止方法
食品産業バイオリアクター
システム技術研究組合

47 液状食用品の呈味向上方法 旭硝子株式会社

8 醸造用原料の製造法 株式会社中埜酢店 48 液体食品から発生するオリの分離方法 大塚化学株式会社

9 醤油用原料の製造法 日清製粉株式会社 49 複合膜分離方法及び装置 東陶機器株式会社

10 火入れ醤油処理方法 日東電工株式会社 50 低リン醤油の製造法 ヤマサ醤油株式会社

11 液状食品の滓下げ方法 三栄化学工業株式会社 51 ハトムギ種実を使った醤油の醸造法 宮城県

12 精製方法 旭化成工業株式会社 52 液状食品の清澄化方法 大塚化学株式会社

13 調味液の製造法 キッコーマン株式会社 53
加圧処理製品の加圧装置およびその
加圧方法

安藤　成雄

14 醤油用加工原料の製造法 日清製粉株式会社 54 醸造物質の処理方法 早川　英雄

15 蛋白質原料の処理法 キッコーマン株式会社 55 醤油清澄タンク ヒゲタ醤油株式会社

16 火入れ醤油の澱引き方法
農林水産省食品総合研究
所

56
大豆加工食品からの残滓による食品
素材の製造方法

静岡県産醤油協業組合

17 醤油の火入れ垽の処理方法 キッコーマン株式会社 57 溶液の処理方法 日東電工株式会社

18 醤油の火入オリの処理方法 キッコーマン株式会社 58 液体食品の珪藻土濾過方法 キッコーマン株式会社

19
発酵液状食品の滓下げ剤およびそれ
を使用した滓下げ方法

触媒化成工業株式会社 59 雑穀を素材とした調味料 有田　俊幸

20 火入れ醤油の処理方法 日東電工株式会社 60 醤油の製造法 キッコーマン株式会社

21 醤油の製造方法
ソシエテ　デ　プロデユイ
ネツスル　ソシエテ　アニニ
ム

61 醤油の脱臭方法 キッコーマン株式会社

22
醸造用原料並びに発酵調味料の製造
法

株式会社中埜酢店 62 だし割り醤油の製造方法 新潟県醤油協業組合

23
火入れ醤油の処理工程における膜の
洗浄方法

日東電工株式会社 63 調味料の製造法 キッコーマン株式会社

24 調味液の製造法 ヤマサ醤油株式会社 64 液状物に含まれる蛋白質の除去方法 大塚化学株式会社

25 醤油の火入れオリの処理方法 キッコーマン株式会社 65 液状物からの蛋白質の除去方法 大塚化学株式会社

26
調味料の製造方法及び調味食品の製
造方法

九重味淋株式会社 66 液状物の精製方法 大塚化学株式会社

27 醤油の製造方法 中村　徳治 67 食品の脱リン剤および脱リン方法 富田製薬株式会社

28
遠心分離による醤油の清澄化法及び
清澄醤油の回収方法

福岡呉醤油醸造協同組合 68 発酵調味料の製造方法 正田醤油株式会社

29 醤油用加工原料の製造法 日清製粉株式会社 69 生活習慣病予防健康飲食品 キッコーマン株式会社

30 醤油 第一工業製薬株式会社 70 調味料の製造方法
株式会社高知県商品計画
機構

31
火入れオリの発生しない生揚醤油の処
理法

大塚化学株式会社 71 しょう油の仕上げろ過方法 東芝セラミックス株式会社

32 液体調味料の製造方法 キッコーマン株式会社 72 オリ下げ方法 日本碍子株式会社

33
火入れ醤油の濾過用多孔質平板状膜
の洗浄方法

日東電工株式会社 73 しょう油のオリ下げ方法 日本碍子株式会社

34
火入れ醤油の濾過用多孔質平板状膜
の洗浄方法

日東電工株式会社 74 液体の膜濾過濃縮方法及び装置 キッコーマン株式会社

35 醤油の製造方法 高橋　彌次右衛門 75
凝集性乳酸菌およびこれを用いる醤油
の製造方法

福岡県醤油醸造協同組合

36 濾過助剤
ダイセル化学工業株式会
社

76 醤油の製造方法 富士甚醤油株式会社

37 醸造製品の濾過方法 東陶機器株式会社 77
飲食液の処理方法及びその簡易処理
器具

株式会社中村総合研究所

38 醤油の製成方法 キッコーマン株式会社 78 諸味圧搾固液分離方法 山ざき醸造　株式会社

39 醤油火入れオリの処理方法 キッコーマン株式会社 79 カルシウム強化調味料の製造法 ヤマサ醤油株式会社

40
火入れオリを減少させる醤油の短期醸
造方法

武田食糧株式会社 80
含水半流動物質濾過設備の漏れ異常
検出装置

薮田商事株式会社

以下８点省略
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