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1 固形物包装体及びその製造方法 ポーラ化成工業株式会社 34 石鹸系クレンジング剤 株式会社　彩生舎

2
造粒物を含有する古い角質剥離促進
用の洗浄料

ポーラ化成工業株式会社 35 粉末状洗顔剤 ミヨシ油脂株式会社

3
造形用組成物、造形物及び造形用
キット

日本製粉株式会社 36 固形豆乳石鹸及びその製造法 青木　史穂

4 透明固型石鹸組成物
株式会社ピーアンドピーエ
フ

37 固形洗浄剤組成物
日本メナード化粧品株式会
社

5
非消泡性の疎水性ポリマーによって予
じめ増粘された低粘度の油を含む身
体洗浄用液体組成物

ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ

38 粉末カリウム石鹸の製造方法 ミヨシ油脂株式会社

6 低刺激性固形洗浄剤 味の素株式会社 39
天然草木染めされた絹糸微粉末を含
有する化粧石鹸

秋山　眞和

7
非消泡性の疎水性ポリマーで予め増
粘された低粘性油を含む棒状組成物

ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ

40 フィルム状組成物
株式会社ピーアンドピーエ
フ

8 枠練り型固形皮膚洗浄料 株式会社資生堂 41 油混合柿エキスの抽出方法 中園　修三

9 皮膚洗浄剤組成物 花王株式会社 42
化粧料用金属石鹸およびその製造方
法

日本油脂株式会社

10 美容石けん 渡久地　玲子 43 オゾン石けん 日本セラミック株式会社

11 脂肪酸石鹸及び洗浄剤組成物 株式会社ＡＤＥＫＡ 44 大麦若葉石鹸 株式会社東洋新薬

12 香料成分としてのオキシム
フイルメニツヒ　ソシエテ　ア
ノニム

45 シート収納ケース
株式会社ピーアンドピーエ
フ

13
香料保留剤および／または香料エン
ハンサーとしての、香料組成物中での
（１－エトキシエトキシ…

フイルメニツヒ　ソシエテ　ア
ノニム

46
皮膚の反応を軽減する洗浄用組成物
及び方法

アクセス　ビジネス　グルー
プ　インターナショナル　エ
ルエルシー

14 化粧料用樹脂 三菱化学株式会社 47 洗浄剤組成物および洗浄剤
資生堂ホネケーキ工業株
式会社

15 ウドからの抽出物を含む皮膚洗浄料 株式会社マグノール 48 油性化粧料用洗浄剤
資生堂ホネケーキ工業株
式会社

16 液体洗浄料 株式会社資生堂 49 外用組成物 柳　厚太郎

17 油脂含有品
オリエンタル酵母工業株式
会社

50
保持台付き固形せっけん並びにその
製造方法

ユーストーリー株式会社

18
ナツメ抽出物および胡桃抽出物を含
む化粧料組成物

株式会社アモーレパシ
フィック

51 皮膚の反応を軽減する方法
アクセス　ビジネス　グルー
プ　インターナショナル　エ
ルエルシー

19 液体身体洗浄剤組成物 花王株式会社 52 固形洗浄剤組成物 株式会社資生堂

20
不飽和エステル化合物、その使用及
びこれを含有する付香組成物及び付
香された製品

フイルメニツヒ　ソシエテ　ア
ノニム

53
ミネラル入り石鹸及びミネラル入り石鹸
の製造法

白川　昌和

21
米糠エキスの製造方法とこの方法で得
られる米糠エキス

島村　精一 54
スターフルーツを使った，化粧料と洗
濯石けん

大城　美江

22 抗菌性化粧料 株式会社大和化成研究所 55
モノグリセリドスルホネートを利用した化
粧石鹸組成物

エルジー　ハウスホールド
アンド　ヘルスケア　リミテッ
ド

23 石鹸組成物
オーガニックゲルマニウム
株式会社

56 フィルム状セッケン 松谷化学工業株式会社

24 固形石鹸 株式会社マックス 57 化粧石鹸組成物 シージェイ　コープ．

25 石けん 株式会社カンザイ 58 改善された洗浄性バー及び製造方法
ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ

26 固形石鹸組成物 株式会社マックス 59
多孔性銀粒子を含むボディーケア製
品

バイオ－ゲイト　アーゲー

27
水系媒質に不溶性の酵素を含む化粧
用または皮膚薬用組成物およびその
使用

エンゲルハード・リヨン 60 銀及び亜鉛を含むボディーケア剤 バイオ－ゲイト　アーゲー

28 固形石鹸 第一工業製薬株式会社 61
脂肪種子生成物を含有するスキンケア
及びクレンジング組成物

ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ

29 透明石鹸組成物 第一工業製薬株式会社 62
界面活性剤濃度が低く、糖濃度が高
い固形製品を製造する方法

ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ

30 紙石鹸の製造方法 天田印刷加工株式会社 63 新規オキシニトリル類
フレキシトラル　インコーポ
レイテッド

31 フレーバー及びフレグランス組成物 高砂香料工業株式会社 64
崩壊性凝集体を有するマッサージ性
化粧用固形石鹸

ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ

32 使用性に優れる固形石鹸 ポーラ化成工業株式会社 65
大きなサイズの合成雲母の真珠光沢
顔料を含む化粧用組成物

サン・ケミカル・コーポレー
ション

33 石けん置き 松本　英司 以下１６点省略
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