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1 菊芋の加工品およびその製造方法 日本糖尿食研株式会社 35 甘味増強半乾燥甘藷 有限会社ひたちフーズ

2 芋肉の採取装置 キユーピー株式会社 36 食物の加熱調理法 福部村商工会

3
紫サツマイモ乾燥フレーク及びその製
造方法、並びに、紫サツマイモ濃縮エ
キス及びその製造方法

熊本製粉株式会社 37
サツマイモ加工食品及びその製造方
法

カモ井食品工業株式会社

4
有皮根菜、青果類の皮剥離方法と皮
剥離装置

日本酸素株式会社 38 野菜類の保存方法 三菱瓦斯化学株式会社

5 野菜シートおよびその製造方法 三星食品株式会社 39 食品の品質改良剤 旭電化工業株式会社

6
乾燥食材及びそれに水を加えた粘性
食品

伊那食品工業株式会社 40
マイクロ波を利用した常圧高温蒸気の
製造とマイクロ波の応用による殺菌シス
テム並びに青果物の．．．

河野　武平

7 食品用保存剤および食品の保存方法 アサマ化成株式会社 41 いも類及び野菜類の調理方法 株式会社日本ピックルス

8
青果物鮮度保持包装体及び青果物の
調理方法

住友ベークライト株式会社 42 加工食品及び加工食品の製造方法 八尋産業株式会社

9 包み込み食品 旭電化工業株式会社 43 サツマイモペースト 旭電化工業株式会社

10 チョコレート味大学いも
株式会社エフ．ケイフーズ
椎名

44
焼酎廃液を原料とするさつまいも食物
繊維の製造方法

株式会社新和

11 薩摩芋の加工食品
農事組合法人マルツボ加
工センター

45 植物組織への酵素急速導入法 広島県

12 揚げ物衣用ミックス 熊本製粉株式会社 46 蒸し小芋の冷凍品及びその製造方法 株式会社　平八

13 半乾燥甘藷及びその製法 有限会社ひたちフーズ 47
ニュートラシューティカルチップスおよ
びその製造法

味の素株式会社

14 蒸煮芋肉の採取装置 キユーピー株式会社 48 さつま芋スイートスティックの製造方法 株式会社フジサプライ

15 チョコレート被覆菓子の製造方法
株式会社冨士エンタープラ
イズ

49
加工食品用耐熱性さつまいもフィリン
グ及びその製造方法

株式会社田中食品興業所

16 焼きいもの製造法
沖縄ハム総合食品株式会
社

50 青果物入り包装体 住友ベークライト株式会社

17 甘藷飲料 サンスター株式会社 51
焼き芋類似加工食品およびその製造
方法

グリコ栄養食品株式会社

18
きくいも微粉末、その製造方法、きくい
も微粉末添加食品及びきくいも微粉末
製品

伸和工業株式会社 52 大豆豆餡とその製造方法 畑添　良治

19 イモ及び甘味類入り豆腐、厚揚げ 渡辺　惠美子 53
根菜類由来ペクチンを含む安定剤、並
びにそれを使用した酸性蛋白食品及
びその製造法

不二製油株式会社

20 さつまいもを用いた菓子 長谷　美代子 54
芋肉の濾過板及びこれを装着した芋
肉の採取装置

キユーピー株式会社

21 抗糖尿病成分含有食品組成物 富士産業株式会社 55 菓子の製造方法 新潟県

22
イモ麹の製造法及び当該イモ麹を用
いた焼酎

株式会社健康医学社 56
澱粉含有加熱食品、包あん食品及び
その製法

カネボウ株式会社

23
フリーズドライ製法による野菜の加工方
法

株式会社中国医食研究所 57 コーティング食品及びその製造方法 ユニテックフーズ株式会社

24 イモ菓子及びその製造方法 ロイヤル株式会社 58 甘納豆の蜜漬け方法とその装置 有限会社ナカイ

25 機能性食品 柿原　武 59 トルマリン石焼き芋トルマリンやきいも 金井　正和

26
さつまいもを原料とした食品およびそ
の製造方法

グリコ栄養食品株式会社 60 紫いもの加工方法
独立行政法人農業・生物系
特定産業技術研究機構

27
サツマイモ食品の製造方法及び一口
サイズのサツマイモ食品

田中食品産業株式会社 61 食品類の料理法 東神商事株式会社

28
澱粉を主成分とするカリカリした芯を有
するコーティングされた菓子類および
調製法

マーズ　インコーポレーテッ
ド

62
野菜の鮮度保持剤、野菜の鮮度保持
方法および野菜の栽培方法

河野　茂生

29 機能性食品 ユニチカ株式会社 63 褐変抑制剤及びその製造方法
独立行政法人食品総合研
究所

30
一口サイズのカット干しいも及びその製
造方法

黒澤　雅門 64 芋飯もち 毛利　貞子

31 便秘改善剤 キューサイ株式会社 65 粘土様食品 有限会社日本ケミックス

32 スティック状膨化物の製造方法 江崎グリコ株式会社 66 さつま芋シューマイとその製造方法 原口　兼光

33 発酵食品素材及びその製造方法
独立行政法人　農業技術
研究機構

67
サツマイモ汁液の製造方法、飲料の製
造方法及び飲料

トーシン株式会社

34
サツマイモ搾汁液の濃縮方法、健康飲
料の製造方法及び健康飲料

株式会社新和 68
青果物用鮮度保持包装袋及びそれを
用いた包装体

住友ベークライト株式会社
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