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1 小麦加工品 旭化成工業株式会社 39 うどんの製造方法 恩地食品株式会社

2 果汁を用いた麺類の製造方法 日下　武一 40 澱粉加工食品の製造方法 みなり産業株式会社

3 飲食品の製造方法 日本食品化工株式会社 41 麺類の製造方法 日清製粉株式会社

4 煮込み用生ラーメンの製造法 朝日工業株式会社 42
食物繊維含有穀物麺およびその製造
方法

株式会社オオカワ

5
食物繊維強化低カロリー麺の製造方
法

株式会社インベックス 43 麺類の製造方法 日本食品化工株式会社

6
穀類並びにパスタ、ピザのよもぎの混
入に依る自然着色及びその製造方法

島崎　正二 44
脱臭方法ならびに機能性食品素材ま
たはその組成物および機能性食品

大川食品工業株式会社

7 麺類 竜田　安貢 45 固形野菜食品およびその製造法 武田食品工業株式会社

8
穀物の表皮を加え混合してなるスナッ
クめん、即席中華めん等の製法

松場　晃 46 機能性食品 理化学研究所

9 長時間の煮込みに耐える澱粉麺 マロニー株式会社 47 脂質代謝改善に有効な食品及び製法 日本新薬株式会社

10 麺類 株式会社川崎製麺 48 こんにゃく精粉入りゆで麺の製造方法 株式会社生一麺

11 麺類の製造方法 星野物産株式会社 49 麺類の製造方法 アサマ化成株式会社

12 りんごファイバー入り麺類 株式会社三福製麺 50 耐性澱粉を含む食品組成物
グッドマン、フィールダー、リ
ミテッド

13 電子レンジ用食品 井村屋製菓株式会社 51 アミラーゼ耐性粒状デンプンの製造法
ナショナル　スターチ　アン
ド　ケミカル　インベストメント
ホールディング．．．

14 低カロリー麺の製造法 鳥越　良和 52 中華生麺の製造方法 学校法人みかしほ学園

15
食物繊維含有澱粉加工食品及びその
製造法

明治乳業株式会社 53
そば寿司用の麺シート及びその製造
装置

カワニシ食品株式会社

16 ニラ入り麺類 国府田　宗一 54 低カロリー整腸食品素材 大塚食品株式会社

17 そば加工食品の製造法 花岡　昭治 55 ヘルシーヌードル ウエスト・ユニオン株式会社

18 麺 株式会社ホワイズ 56 コンニャク入麺類の製造方法 株式会社こんにゃく美人

19 めん類の製造法 太陽化学株式会社 57 コンニャク粉末含有食品 株式会社オオカワ

20 多層麺の製造方法 高砂食品株式会社 58 麺類用材料 青木　一晃

21
食物アレルギー患者用澱粉加工食品
及びその製造法

明治乳業株式会社 59 食品素材及びその利用 沖　千嘉之輔

22 全粒豆腐使用による麺の製造方法 熊本製粉株式会社 60 こんにゃく入り低エネルギー即席麺 高橋　廣務

23 もち麦麺の製造方法
株式会社もちむぎ食品セン
ター

61 コンニャク入り麺類及びその製造方法 ウエスト・ユニオン株式会社

24
消化し易いグルコマンナン麺、並びに
消化し易いグルコマンナン麺の製造方
法

マルキン食品株式会社 62 低カロリーめんの製造方法 川野　信久

25
微粒子こんにゃくとその製法及びダイ
エット食品

株式会社日立金属エス
テート

63
食物繊維強化用組成物及びそれを用
いた食物繊維強化食品

松谷化学工業株式会社

26 麺類の製造法 ハッコー食品株式会社 64
ペースト状包装ふすま、ペースト状ふ
すま入り麺類及びその製造方法

日本製粉株式会社

27 ふすま添加食品の製造方法
株式会社アロマ化学機械
工業

65 低カロリー麺類の製造方法 日本食品化工株式会社

28 麺類およびその製造方法 日清製粉株式会社 66 麺類 日本食品化工株式会社

29
ソバ粉及びおから粉を含有する小麦粉
皮製品

熊本製粉株式会社 67 籾粉末含有加工品 日昇製粉有限会社

30 低強度寒天を用いた食品 伊那食品工業株式会社 68
麺類の変色防止剤及び変色を防止さ
れた麺類

奥野製薬工業株式会社

31
種子粘質物、その製造方法およびそ
れを含有する食品素材、食品、医薬品
ならびに化粧品

ハリマ化成株式会社 69 大麦麺の製造方法 日本製粉株式会社

32
低カロリー食品素材およびその製造方
法

大塚食品株式会社 70 焼き麩入り蕎麦 小松　忠雄

33 アロエジェル入り麺及びパン 三好　幸美 71 うどん及びうどんの製造方法 屋代　武司

34 キトサン成形物入り食品 株式会社加ト吉バイオ 72
ダイエット食品組成物及び該組成物を
用いたダイエット方法

マティアス　クリスチャン　ゾ
フングボグボ

35 麺類の製造方法 藤根　啓司 73 即席乾燥麺類の製造法 不二製油株式会社

36 ふすま入りそばおよびその製造法 日本製粉株式会社 74
水不溶性乃至難溶性ミネラル分散組
成物

不二製油株式会社

37 おから加工品及びその製造方法 株式会社イーピーディー 75
品質の改良された麺類、その製造法お
よび品質改良剤

株式会社片山化学工業研
究所

38 繊維粉 平林　友幸 以下１５点省略

ヘルシーめんの製造加工方法 　　　No.9570
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