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1 腸詰ポテトの製法 松山　増男 41 じゃがいも加工食品の製造方法 渡辺　最昭

2 じゃが芋加工食料品 新谷　亭 42
サラダ具材用コ－ティング剤及びこれ
を用いた処理方法

旭電化工業株式会社

3 澱粉質貯蔵野菜類のレトルト加工法 中川町 43 柔軟固形食品の盛り付け補助装置 ハウス食品株式会社

4
ポテト半体からポテトの身を分離する装
置

デカムーア・リミテッド 44 ロータリー型充填弁 兵神機械工業株式会社

5 即席サラダ組成物 株式会社カナエフーズ 45
α化ポテト及びそれを用いたポテトサラ
ダ

キユーピー株式会社

6 芋類の加工調理方法 株式会社ディーエフ 46 サラダ用袋詰め食品 キユーピー株式会社

7 惣菜類の製造法 株式会社中埜酢店 47
新規な食品保存料およびその使用方
法

チッソ株式会社

8 ポテト風味増強用組成物とその使用法
マイルズ・ジャミソン・ウイ
ラード

48
澱粉質含有食品の品質改良剤組成物
及び油脂組成物

理研ビタミン株式会社

9 チューブ容器入りペースト状食品 東洋水産株式会社 49 密封容器入り食品及びその製法 株式会社デリカスノー

10
栄養素に富む多機能的なインスタント
サラダ

サンヨー食品株式会社 50
焙焼サラダ及び容器詰焙焼サラダの
製法

キユーピー株式会社

11 ポテト加工食品の製造方法 凸版印刷株式会社 51 シュー皮に包まれたサラダ 壽洋菓株式会社

12
調理されパッケージに入った澱粉質の
食品

ボーデン・インコーボレー
テッボ

52 サラダ類 日澱化學株式会社

13 ポテト含有加熱調理用食品 ハウス食品工業株式会社 53 静菌及び抗菌剤 雪印乳業株式会社

14 ポテト含有レトルト食品 ハウス食品工業株式会社 54 芋加工食品及びその製造方法 西瀬　悦雄

15 固型状のα化デンプン質加工食品 キューピー株式会社 55 乾燥ポテト キユーピー株式会社

16 バレイショ処理物 キューピー株式会社 56 食物用水分結合調合物 ベストフーズ

17
乾燥マッシュポテト様素材およびその
製造法

株式会社ホーネンコーポ
レーション

57 凍結耐性を有するサラダ類用素材 不二製油株式会社

18 ポテトサラダとその製造方法 キューピー株式会社 58
サンドイッチ、サラダ等用粉末又は顆
粒ソース、及びその使用

味の素株式会社

19 電子レンジ用食品 キューピー株式会社 59 ロングライフポテトサラダの製造方法 クノール食品株式会社

20 マッシュポテトとその製造法 株式会社協和食品 60 食品素材及びその製造方法 中山　正夫

21 加熱処理野菜の安定化方法 理研ビタミン株式会社 61 容器入り密封包装惣菜の製造方法 味の素株式会社

22 調理加工用馬鈴薯の製造法 不二製油株式会社 62
食品用保存剤およびそれを利用した
食品の製造法

株式会社シンコー技術開発
センター

23
気泡含有サラダの製造方法及び気泡
含有サラダ

不二製油株式会社 63
食品の鮮度保持液とドリップ流出防止
液

高橋　常雄

24 澱粉質原料からなるサラダ 旭電化工業株式会社 64 食品用調味料製剤 エーザイ株式会社

25
ハンバーグサンド食品およびその製造
方法

有限会社市原精肉店 65 電子レンジ加熱調理用包装食品セット 日清ハム株式会社

26 ジャガイモ加工食品の製造方法 株式会社中埜酢店 66
膨化食品、その製造方法及びトッピン
グ組成物

ハウス食品株式会社

27 サラダ キユーピー株式会社 67 静菌剤
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

28 冷凍ポテトサラダ キユーピー株式会社 68 サラダ及びその製造法 旭電化工業株式会社

29 乾燥ポテトの製造方法 株式会社コスモス食品 69
ジャガイモの調味方法およびそれを用
いたポテトサラダ

味の素株式会社

30
ポテト生地用ミックス、ポテト生地の製
造法およびポテト生地を用いたフライ
食品

日本製粉株式会社 70 ポテトサラダの製造方法 キユーピー株式会社

31 冷凍複合ポテト食品 ユニコロイド株式会社 71 ポテトサラダの製造方法 キユーピー株式会社

32 ポテトサラダの製造法 月島食品工業株式会社 72 冷凍食品及びその製造方法
宝ホールディングス株式会
社

33
容器入り練りサラダ又はフィリング類の
製造法

クノール食品株式会社

34 加工ポテト キユーピー株式会社

35 ケーシング詰サラダ素材の製造方法 日本水産株式会社

36 イミテーションポテト
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

37 調理加工食品用日持ち向上剤 旭電化工業株式会社

38 密封パック入り加工野菜食品 味の素株式会社

39 フレーク状食品の製造法 マルハ株式会社

40 シュー皮に包まれたサラダ 壽洋菓株式会社 以上７２点収録

ポテト･サラダの製造加工方法 　　　No.9581
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