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1 洗浄剤組成物 ジョンソン株式会社 38
溶解性に優れ、粒子強度の強い過炭
酸ナトリウム粒子

三菱瓦斯化学株式会社

2 硬表面用洗浄剤組成物
ジョンソン・プロフェッショナ
ル株式会社

39 硬質表面洗浄剤組成物 第一工業製薬株式会社

3 アクリ泡のたたない洗剤水 新川　義郎 40 配管洗浄方法 四国化成工業株式会社

4 洗浄剤組成物 花王株式会社 41 硬質表面用洗浄剤 花王株式会社

5 液体消臭剤組成物 花王株式会社 42 硬質表面用洗浄剤 花王株式会社

6 浴室の洗浄システム 花王株式会社 43 硬質表面用洗浄剤 花王株式会社

7 液体漂白洗浄剤組成物 三洋化成工業株式会社 44 液体洗浄剤組成物 花王株式会社

8 液体漂白洗浄剤組成物 三洋化成工業株式会社 45
水徐溶性組成物、及びそれを用いた
洗浄方法

ライオン株式会社

9 防汚洗浄剤組成物
ジョンソン・プロフェッショナ
ル株式会社

46
漂白剤及びシリコーングリコールを含
む組成物

ザ　プロクター　アンド　ギャ
ンブル　カンパニー

10 硬質表面洗浄剤組成物 サラヤ株式会社 47 殺菌洗浄組成物 麻田　秀雄

11
洗浄剤組成物及び除菌・洗浄力評価
方法

ライオン株式会社 48 液体漂白洗浄剤組成物 三洋化成工業株式会社

12 洗浄性組成物
スリーエム　イノベイティブ
プロパティズ　カンパニー

49 硬質表面洗浄剤組成物 株式会社ＡＤＥＫＡ

13 酸素発生剤及びその使用方法 三菱瓦斯化学株式会社 50 親水処理剤 小林製薬株式会社

14 液体洗浄剤組成物 花王株式会社 51 洗浄用液体組成物 日本曹達株式会社

15 液体洗浄剤組成物 花王株式会社 52
ホモポリマー及び／又はコポリマーを
含む水性組成物

チバ　スペシャルティ　ケミ
カルズ　ホールディング　イ
ンコーポレーテッド

16 金属封鎖剤
コニンクリーケ　コオペラ
ティー　コズン　ユー．
エー．

53
硬質表面の洗浄用又はすすぎ洗い用
組成物

ロディア・シミ

17 浴室用洗浄剤組成物 ライオン株式会社 54 消臭剤組成物 花王株式会社

18 硬質表面の防カビ方法 ライオン株式会社 55 硬質表面用洗浄剤 花王株式会社

19 テルペン系洗剤
有限会社サンサーラコーポ
レーション

56 硬質表面用洗浄剤 花王株式会社

20 硬表面処理剤組成物 花王株式会社 57 風呂釜洗浄剤及び風呂釜洗浄方法 日本曹達株式会社

21 洗浄剤組成物 原田　祝行 58 硬質表面用洗浄剤組成物 花王株式会社

22 発泡剤用容器とこれに入れる発泡剤 株式会社ヘルス 59
残り湯供給用ホースの殺菌洗浄方法
及びその殺菌洗浄方法に使用する
ホース用薬剤と洗濯機の洗浄方法…

ウェ・ルコ物流株式会社

23 硬質表面用漂白洗浄担体入り容器 花王株式会社 60
水洗により洗浄される硬質表面用の防
汚剤

小林製薬株式会社

24 硬質表面用漂白洗浄担体入り容器 花王株式会社 61 硬質表面用酸性洗浄剤組成物 花王株式会社

25 洗浄剤組成物 ジョンソン株式会社 62 硬質表面用洗浄剤 花王株式会社

26 液体組成物、及び洗浄方法 ライオン株式会社 63 カビ漂白組成物およびカビ漂白方法 ライオン株式会社

27 漂白剤組成物 ジョンソン株式会社 64
風呂釜洗浄用具および風呂釜洗浄方
法

日本曹達株式会社

28 液体洗浄剤用添加剤 株式会社日本触媒 65
洗浄剤組成物、洗浄方法および被洗
浄物品

国立大学法人広島大学

29
強制循環式風呂用除菌洗浄剤容器、
及び強制循環式風呂における湯水導
管の除菌洗浄方法

株式会社ウェ・ルコ 66 硬質表面用洗浄剤 花王株式会社

30 液体洗浄剤組成物 花王株式会社 67 風呂釜洗浄液及び風呂釜洗浄方法 株式会社アイランス

31 酸素発生剤及びその使用方法 三菱瓦斯化学株式会社

32 液体洗浄組成物
ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ

33 水性ポリマー調製物
チバ　スペシャルティ　ケミ
カルズ　ホールディング　イ
ンコーポレーテッド

34
抗菌組成物、抗菌製品、及びそれらを
使用する方法

ザ　プロクター　アンド　ギャ
ンブル　カンパニー

35
イオン性液体系製品及びその使用方
法

ザ　プロクター　アンド　ギャ
ンブル　カンパニー

36 空気気泡を含むセッケン調製物
エスシーエス・スキン・ケア・
システムズ・ゲーエムベー
ハー

37 洗浄剤組成物及び洗浄方法 エステー化学株式会社 以下１０点省略
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