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1 めん類の製造法 太陽化学株式会社 40 容器入り冷凍麺 株式会社キンレイ

2 穀類加工食品及びそのほぐれ改良剤
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

41 冷凍麺類の製造方法 日清製粉株式会社

3 容器入り冷凍食品 ハウス食品株式会社 42 冷凍食品 日本酸素株式会社

4 容器入り冷凍食品 ハウス食品株式会社 43 冷凍麺の製造方法 株式会社キンレイ

5 食品の冷凍方法 日本化薬株式会社 44 急速解凍可能な冷凍麺の製造方法 中野食品株式会社

6 冷凍茹で麺の製造方法 カゴメ株式会社 45 麺類の製造方法 日本製粉株式会社

7 麺類の製造方法 藤根　啓司 46
油漬け食材、該製法およびこれを用い
た加工食品

日清製油株式会社

8 容器入り冷凍スパゲッティ 日本水産株式会社 47 加熱処理済冷凍麺及びその製造方法 神倉　努

9 容器入り冷凍食品 ハウス食品株式会社 48 冷凍麺類の製造方法 日清製粉株式会社

10 容器入り冷凍食品 ハウス食品株式会社 49 パスタ層を有する食品製品の製造法
ソシエテ　デ　プロデユイ
ネツスル　ソシエテ　アノニ
ム

11 容器入り冷凍食品 ハウス食品株式会社 50
パスタと充填物を含むカプセル化され
た栄養物

ソシエテ　デ　プロデユイ
ネツスル　ソシエテ　アノニ
ム

12 食用蛋白の改質 味の素株式会社 51 雑穀めん類の製造方法 キユーピー株式会社

13 濃縮ファフィア色素油を含有する麺類
フードデザイン技術研究組
合

52 冷凍食品 旭化成工業株式会社

14 冷凍麺の製造方法 ハウス食品株式会社 53 冷凍麺 株式会社京食

15
容器入り冷凍スパゲッティおよびその
製造方法

日本水産株式会社 54
電子レンジ用トッピング組成物及び冷
凍食品並びにその製造方法

株式会社ニチレイ

16
上面および／または下面に溝を形成し
た冷凍茹麺塊

日本水産株式会社 55
冷凍パスタの製造方法およびボイルパ
スタの冷凍装置

昭和炭酸株式会社

17 麺類の製造方法 日清製粉株式会社 56 即席冷凍食品類 味の素株式会社

18 三層冷凍麺及びその製造法 日清製粉株式会社 57 容器入り冷凍麺 日清食品株式会社

19 冷凍麺類の製造方法 日清製粉株式会社 58 冷麺用冷凍極細茹で麺 日本水産株式会社

20
トランスグルタミナーゼによる麺類の製
造方法

味の素株式会社 59 容器入り冷凍麺およびその製造方法 日清食品株式会社

21 冷凍麺の製造方法 ウマイ株式会社 60 電子レンジ調理用容器入り冷凍麺 日清食品株式会社

22 即席冷凍麺及びその製造方法 ト－イン商事株式会社 61
電子レンジ調理用容器入り冷凍麺及
びその製造方法

日清食品株式会社

23 電子レンジ食品およびその製造方法 エーザイ株式会社 62 冷凍パスタの製造方法 昭和産業株式会社

24 容器入り食品 三菱アルミニウム株式会社 63 冷凍麺およびその製造方法 明星食品株式会社

25 冷凍麺の製造方法 株式会社中埜酢店 64 冷凍麺の製造方法 日清食品株式会社

26 冷凍麺の製造方法および包装方法
カリフォルニア・ゴーメ・ジャ
パン株式会社

65 冷凍麺類およびその製造方法 日清食品株式会社

27
冷凍スパゲッティの製造方法および包
装方法

サンライズ化成株式会社 66 冷凍麺 株式会社ニチロ

28
炒め感、調理感を有する加工食品の
製造方法

味の素株式会社 67
竹煤エキスを用いる穀物等でんぷんの
品質向上剤又は冷凍保存剤及びその
製造方法

武市　英博

29 容器入り冷凍食品の製造方法 ハウス食品株式会社 68 冷凍麺及び冷凍麺の製造方法 大阪瓦斯株式会社

30 加熱処理済冷凍麺及びその製造方法 神倉　努 69 冷凍麺の解凍保存方法 大阪瓦斯株式会社

31 トッピング組成物 雪印乳業株式会社 70 冷凍麺類の製造方法 大阪瓦斯株式会社

32
穀類加工食品用ほぐれ改良剤および
それを用いた穀類加工食品

オルガノ株式会社 71 冷凍麺の解凍方法 大阪瓦斯株式会社

33 冷凍パスタ類の製造方法 日清製粉株式会社 72
電子レンジ用包装冷凍食品及びその
調理方法

株式会社キンレイ

34
冷凍食品の解凍容器、冷凍食品入り
解凍容器およびその解凍加熱方法

小林　寿夫 73
冷凍麺用穀粉組成物及びこれを用い
た冷凍麺及びその製造方法

株式会社キンレイ

35 冷凍麺類の製造方法 塩水港精糖株式会社 74
冷凍麺類の解凍時における茹で麺再
現方法

株式会社ニチロ

36 冷凍ドリア又は冷凍グラタン 味の素株式会社 75 調理冷凍食品及びその製造方法 株式会社富士食品

37 冷凍麺及びその製造方法 明星食品株式会社 76 冷凍麺の製造方法 株式会社北村製麺所

38 冷凍パスタの解凍容器と解凍方法 小林　寿夫 77
電子レンジで均一加熱が可能な冷凍
食品用容器及び冷凍調理食品

味の素株式会社

39 冷凍蒸し麺及びその製造方法 日本製粉株式会社 78 冷凍飲食品及びその製造方法 日本食品化工株式会社

以下２２点省略

冷凍パスタの製造加工方法 　　No.9706
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