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1 米胚芽食品 製鉄化学工業株式会社 39 うどんの製造方法 恩地食品株式会社

2 中華めんの保存方法 日東酵素株式会社 40 米粉を原料としたインスタント麺 株式会社総技研

3 輪状二層構造麺 中川　慶博 41 即席麺 奥本製粉株式会社

4 生ラーメン 高野　輝夫 42 麺類の製造方法 小圷　興基

5
インスタント･ライス･ヌードルの製造方
法

統一企業股份有限公司 43
マイクロカプセル入り麺類及びその製
造法

日本製粉株式会社

6 胚芽入りうどん 入谷　洋一 44 食品の品質改良方法 明治乳業株式会社

7 食品素材の製造方法 日本製粉株式会社 45
油で揚げていない風味の良いラーメン
麺類

キャンベル・スープ・カンパ
ニー

8 麺の製造方法 タカラ繊維株式会社 46 もち米入り麺の製法 有限会社佐々木製麺所

9 わかめうどん麺等の製法 大島　清志 47 麺用粉および麺類 日清製粉株式会社

10 ライスうどんの製造法 鈴木　竹子 48 インスタント米ヌードルの製造方法
ソシエテ　デ　プロデユイ
ネツスル　ソシエテ　アノニ
ム

11 麺 高井　巧夫 49 餅加工食品及びその製造方法 株式会社スギヨ

12 ライス･ヌードルの製造法及び装置 新潟食品工業株式会社 50
麺類の品質改良剤および麺類の製造
方法

オルガノ株式会社

13 米粉めんおよびその製造法 武田薬品工業株式会社 51 新規な麺類の製造方法 味の素株式会社

14
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 52 麺類用穀粉及び麺類
農林水産省東北農業試験
場長

15 中華そば麺の製法 蓮沼　季吉 53 ラーメンリゾット 鈴木　盛次

16 冷蔵加熱製品の製造方法
ソシエテ　デ　プロデュイ
ネツスル　ソシエテ　アノニ
ム

54
調理時に変形する即席食品の製造方
法

明星食品株式会社

17 米を原料とした連続製麺法及び装置 新潟食品工業株式会社 55 餅加工食品及びその製造法 株式会社スギヨ

18 麺類用ドウの製造装置 株式会社大竹麺機 56 麺 佐伯　譲一

19 味覚栄養液を吸収した粉加工食品 椎名　正二 57
調理時に変形する即席食品の製造方
法

明星食品株式会社

20 麺類の製造方法 株式会社中埜酢店 58 麺類及び麺食品セット 花王株式会社

21 電子レンジ用食品 井村屋製菓株式会社 59 ライス入りカップ容器型即席ラーメン 鶴川　重徳

22 麺類の製造法 協和発酵工業株式会社 60
食品用打ち粉およびそれを用いた麺
類の製造方法

昭和産業株式会社

23 保存性包装蒸煮めんの品質改良法 株式会社島田屋本店 61 麺類の製造方法 日本製粉株式会社

24
インスタントラーメン、その製造方法、
及びその製造装置

ツアン　ビンリン 62
米粉及びそれを用いた加工食品の製
造法

今野　兵蔵

25 麺および揚げ食品の製造方法 有限会社味の万世 63 極微細米粉・デンプンの製造方法。 長谷川　長之助

26 もちめん 株式会社山盛堂本舗 64 蕎麦麺の製造方法及び麺押し機 玉山　清悦

27 麺類食品の製造方法 安西　幸政 65 ショートパスタの製造法 森永製菓株式会社

28
電子レンジ加熱に適する麺皮類による
食品の製造方法

日本製粉株式会社 66 麺類用穀粉及び該穀粉を用いた麺類 明星食品株式会社

29 可食性食品容器 大川創業株式会社 67 米を原料とする麺及びその製造方法 藤井　洋平

30 米入り麺類食品およびその製法 有限会社六平麺業 68 麺類およびその製造方法 日清食品株式会社

31
麺用品質改良剤及びそれを利用した
品質改良　　法

明治乳業株式会社 69 パスタ製品およびその製造法
ソシエテ　デ　プロデユイ
ネツスル　ソシエテ　アノニ
ム

32 健康麺の製造方法 ヨン　ウプ　ソン 70
ゆでうどんおよび生もちを収容したパッ
ク製品およびその製造方法

サンヨーフーズ株式会社

33 自然着色の穀類加工食品
株式会社千葉産直サービ
ス

71 晒し米粉及びその製造法 山本　正一

34
高機能性食品及びその製造方法並び
に珍珠菜抽出物

平出　幸子 72
米粉を主原料にしたパスタ製品の製造
方法

新潟県なまめん工業協同
組合

35 パスタの製造方法
ソシエテ　デ　プロデユイ
ネツスル　ソシエテ　アノニ
ム

73
原麺ビーフン及び冷凍原麺ビーフンの
製造方法

日清フーズ株式会社

36 調味料及び食品原材料の製造方法 塩田　高久 74
それぞれの野菜に含まれている栄養
要素を取り入れた緑黄乾麺

株式会社サンワ

37 ビーフンの製造方法
南亜塑膠工業股ひん有限
公司

75
常温またはチルド流通に適した含水食
品の製造法

株式会社日清製粉グルー
プ本社

38 菊芋を用いた食品材料の製造方法 小山　陽 76 シート状食品 森永製菓株式会社

以下４点省略
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