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1 魚介類の蒲焼の燻製パック法 宮崎　俊昭 38 せいろ蒸し弁当の製造方法 有限会社安愚楽亭

2 佃煮の製造方法 キッコーマン株式会社 39
緑茶の色調を保持した水産フライ食品
及びその製造方法

株式会社丸又

3 高鮮度・高品質の食品流通加工方法 株式会社氷温 40 魚骨の微粉末およびその製造方法 森田　政勝

4 うなぎなどの焙焼装置 古田　一幸 41
電子レンジ加熱対応包装袋および食
品

株式会社サエキ

5 吸着ヘッド 株式会社ニッコー 42 魚骨粉錠剤の製造方法 原田　カヨ子

6
トリメチルアミン生成抑制方法とその用
途

株式会社林原生物化学研
究所

43
魚類の即殺前加圧処理方法及びその
装置

豊国工業株式会社

7 焼き魚の製造方法 株式会社ニチレイ 44
カプセル入り健康補助食品およびその
製造方法

江藤　陽子

8 焼き魚の製造方法 株式会社ニチレイ 45 食品加工方法 株式会社北新商事

9 鰻ペーストおよびその製造方法 川口　妙子 46
鰻調理器具とこれを用いた鰻の調理方
法

株式会社オフィス・スクラン
ブル

10
積層材及びそれを使用した容器並び
に容器入り加工食品

森永　昌信 47 鰻の加工食品 岩切　淳

11 健康食品ふりかけ組成物 金武　英一 48
冷凍ウナギ製品用梱包箱及び冷凍ウ
ナギ製品の梱包方法

マルハ株式会社

12 魚類等の残滓加工処理方法 株式会社うな江戸 49
食材の加熱方法、蒲焼の加工方法、
蒲焼装置及び蒲焼用のスモ－ク原料
の製造方法

株式会社　竹田精工

13 スモーク感の向上した燻製品
三栄源エフ・エフ・アイ株式
会社

50
鰻の骨を原料とする健康補助食品及
び食品添加物の製造方法

田口　大幹

14
鰻又は穴子の骨を原料とする微粉末
栄養補給剤の製造方法

山口　水春 51 調味料およびそれを用いた調味食品 株式会社カザミ

15
鯉の胆嚢、血液及び鱗を主成分とした
食品

宮本　愿夫 52
養殖鰻の臭いを取る方法と臭いを取っ
た再生鰻

株式会社グリーンセイジュ

16 魚の褐変若しくは黒化防止方法 有限会社　ジャパンテクノ 53 肝吸い用鰻肝の製法 いし本食品工業株式会社

17 褐変若しくは黒化した小魚の処理方法 有限会社　ジャパンテクノ 54 調理パック 株式会社　オフィス　オザワ

18
鰻又は穴子の骨を原料とする粒状栄
養補給剤の製造方法

山口　水春 55
魚栄養食品及びその製造方法並びに
魚ペースト含有調味料

江崎　正記

19 鰻加工食品 河邊　琴一 56 蒲焼きおよびその製造方法 株式会社プチグルメ

20
食品の鮮度保持液とドリップ流出防止
液

高橋　常雄 57 健康飲料 ニチモウ株式会社

21
鰻又は穴子の骨を原料とする粉末栄
養補給剤の製造方法

山口　水春 58
鰻加工食品とその製造方法、及び鰻
加工用調味液

東海澱粉株式会社

22 蒲焼の加工方法及び蒲焼装置 株式会社　竹田精工 59 せいろ型弁当容器 株式会社田季野

23 蒲焼の加工方法及び蒲焼装置 株式会社　竹田精工 60 動物等有効成分の回収方法 江藤　陽子

24
メクラウナギと牡蠣を含有する栄養補
助剤及び栄養補助食品

菅原　光三 61 魚の切り身食品 株式会社阪神フード

25
蒲焼の加工方法、蒲焼装置及びタレ
付け装置

株式会社　竹田精工 62 電子レンジ調理法
千葉真知子クッキングスタ
ジオ有限会社

26
うなぎ加工食品とその製造方法、及び
うなぎ加工食品用の調味液

淀川　正明 63
ウナギ骨髄オイルを含有する栄養補助
食品

善ケミカル株式会社

27 てり・つや剤 寳酒造株式会社 64 物品処理装置 株式会社　竹田精工

28
魚の中骨を使用した加工食品の製造
方法

西村　信之 65
うなぎを主原料とする栄養補助剤及び
その製造方法

伊藤　周治

29 スティック食材 株式会社フードプラン 66
加工食品、加工食品の副合製品又は
ジュース類の製造方法

有限会社映富士

30
ペースト状食材とその製造方法および
製造システム

中川　浩司 67 液燻の調製方法 ダンフォ・アー／エス

31 容器入り冷凍米飯及びその製造方法 株式会社アルボル 68 食料品 大西ちはる

32
微粉末栄養補給剤と骨髄液栄養補給
剤の製造方法

瀬川　幸継 69 加工品の品質保持方法
株式会社林原生物化学研
究所

33
鰻又は穴子の骨を原料とする微粉末
栄養補給剤の製造方法

今山　秀孝 70
焼きおにぎり及び焼きおにぎりの製造
方法

株式会社　大船軒

34 うなぎ骨の有効処理方法 高田香料株式会社 71 魚介類フレーバーの製造方法 川崎　清光

35
眼疾患改善作用及び眼の機能維持作
用を有する健康補助食品

山上　末人 72
お茶漬け用刺身の製造方法とそのお
刺身茶漬け

有限会社　鳥井

36 小魚ジャーキーの製造方法 有限会社　ジャパンテクノ 73 添加物塩の製造方法 本間　千亜紀

37 混ぜおこわの製造方法 伊東水産食品株式会社 以下１点省略
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