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1
揚げ物用バッターおよびそれを用いる
揚げ物の製造方法

昭和産業株式会社 33 衣材又はこれを用いたフライ済み食品 味の素株式会社

2
低濃度のバッターをつけて揚げた練り
製品の揚げ物

日本水産株式会社 34 冷凍油揚げ用バッター液 阪本薬品工業株式会社

3 揚げ物用衣材及び揚げ物の製造法 大島　則浩 35 油揚げ食品用ミックス粉 阪本薬品工業株式会社

4
揚げ物及び焼き物用素材並びにこれ
を利用した食品

志賀　洋子 36 揚げ物用衣組成物 日東製粉株式会社

5 油脂加工澱粉及びその製造方法
株式会社ホーネンコーポ
レーション

37
バッター改質剤、及びこれを含有する
バッター

第一工業製薬株式会社

6 フライ用衣組成物 日東製粉株式会社 38 フライ用衣材 不二製油株式会社

7
フライ食品用バッターミックスの製造方
法

東海澱粉株式会社 39
フライ用衣材及び該衣材を用いたフラ
イ食品

日東製粉株式会社

8 フライ食品用ミックス
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

40 バッター用ミックス 日清フーズ株式会社

9 吸油抑制剤
株式会社紀文フードケミ
ファ

41 フライ食品用品質改良剤 太陽化学株式会社

10 衣つきフライ食品およびその製造方法 昭和産業株式会社 42 バッターミックス 日清フーズ株式会社

11
衣のサクミを保つことのできる衣つきフ
ライ済み食品及びその製造方法

昭和産業株式会社 43 油ちょう済み冷凍食品 雪印乳業株式会社

12 揚げ物食品用添加物 太陽化学株式会社 44 フライングバッター用改質剤 第一工業製薬株式会社

13 冷凍フライ食品用衣材 太陽化学株式会社 45 バッター用ミックス粉 日東製粉株式会社

14 即席天ぷら用ミックス粉 株式会社金竜食品産業 46 揚げ物衣用ミックス 熊本製粉株式会社

15 食用油脂組成物およびその利用 吉原製油株式会社 47 バッターミックス 日清フーズ株式会社

16
揚げ物用バッター液およびそれを用い
た揚げ物

株式会社ホーネンコーポ
レーション

48 フライ食品用品質改良剤 太陽化学株式会社

17
カルシウムペクチンを使用する、バッ
ターでころもをつけそしてパン粉をまぶ
した食品組成物

ハーキュリーズ・インコーポ
レーテッド

49 バッター用造粒組成物の製造方法 昭和産業株式会社

18 揚げ物用バッターミックス 日清製粉株式会社 50 バッター用穀粉類造粒物 昭和産業株式会社

19 冷凍油揚げ用バッター液 阪本薬品工業株式会社 51 バッター改質剤、及びこれを含有するバ第一工業製薬株式会社

20 フライ食品用打ち粉 雪印食品株式会社 52 粉末状の吸油抑制剤 株式会社紀文フードケミファ

21 フライ食品用バッター 雪印食品株式会社 53 マイクロ波加熱用バッターミックス 昭和産業株式会社

22 フライ食品用バッター 雪印食品株式会社 54 パン粉付き食品の製造方法 株式会社紀文食品

23
バッター用油脂組成物並びにこれを用
いて製造されるバッター及び油ちょう食
品

太陽油脂株式会社 55 バッター用造粒組成物 昭和産業株式会社

24 バッター液 旭電化工業株式会社 56 揚げ物用ミックス 日清フーズ株式会社

25 バッター液及びその製造方法 旭電化工業株式会社 57 フライ衣用改質剤 太陽化学株式会社

26 バッター液用プレミックス 旭電化工業株式会社 58
バッター用油脂組成物及びフライ食品
用バッター液

不二製油株式会社

27
バッター液用油脂組成物及びこれを用
いたバッター液

株式会社ホーネンコーポ
レーション

59 揚物用衣材 日東製粉株式会社

28
バッター液用油脂組成物及びそれを
用いたバッター液

株式会社ホーネンコーポ
レーション

60 魚介類の加工食品の製造方法 株式会社ベニレイ

29
粒状具材を含有する加熱処理成型食
品及びその製法

味の素株式会社 61 乳化物を含有する揚げ物食品 株式会社アロンワールド

30 パン粉改良剤、パン粉及び加工食品 奥本製粉株式会社 62 フライ食品用品質改良剤 太陽化学株式会社

31 多重揚げ玉及びその製造方法 株式会社金竜食品産業 63 焙焼小麦粉の製造法 日清製粉株式会社

32 バッター用ミックス
株式会社日清製粉グルー
プ本社 以下３７点省略
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