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1
親水性表面処理組成物及び親水性表
面処理皮膜

日本軽金属株式会社 33 狭部専用クリーニング用品 中原　豊寿

2
親水性表面処理組成物及び親水性表
面処理皮膜

日本軽金属株式会社 34 洗浄剤組成物 新日本石油株式会社

3
家庭用エアコンのフィン洗浄剤および
フィンリンス剤ならびに家庭用エアコン
の洗浄方法

小池化学株式会社 35 洗浄剤組成物 新日本石油株式会社

4
洗浄剤組成物及び洗浄対象物の外面
洗浄剤

ショーワ株式会社 36 カーエアコン洗浄剤 石原薬品株式会社

5
香気性精油含有組成物を用いた洗浄
剤

昭和電工株式会社 37
冷却システムまたはヒートポンプシステ
ムのサイクル洗浄用洗浄剤および洗浄
方法

旭硝子株式会社

6 漂白剤組成物 攝津製油株式会社 38 アルカリ洗浄剤 三洋化成工業株式会社

7 新規な厚朴の使用方法 株式会社ツムラ 39 熱交換器フィン用洗浄剤 花王株式会社

8
空調用熱交換フィン洗浄用エアゾール
組成物

東洋エアゾール工業株式
会社

40
フィン用塗料組成物、フィン及び熱交
換器

三菱アルミニウム株式会社

9 熱交換器フィン用洗浄剤 花王株式会社 41 植物抽出物含有組成物 ライオン株式会社

10
冷媒、発泡剤、溶媒、エアゾール噴射
剤、滅菌剤の可燃性を減少させるため
の対流圏大気中分解性臭素含有…

ザ　ユニヴァーシティ　オブ
ニュー　メキシコ

42 汚染防止剤 エスケー化研株式会社

11
熱交換器の親水化処理方法および親
水化処理された熱交換器

日本ペイント株式会社 43 スプレー型洗浄製品 ライオン株式会社

12 被洗浄物の洗浄方法 フマキラー株式会社 44
サイクル洗浄用洗浄剤およびサイクル
洗浄方法

旭硝子株式会社

13 エアコン洗浄剤及び洗浄方法 ダイキン工業株式会社 45 硬質表面の防カビ方法 ライオン株式会社

14
水性溶液組成物および物品の表面改
質方法

大日精化工業株式会社 46
サイクル洗浄方法およびサイクル洗浄
用洗浄剤

旭硝子株式会社

15 スプレー用洗浄剤 日進化学株式会社 47
超撥水被膜形成組成物及びその製造
方法

石原薬品株式会社

16 エアコンの洗浄方法 株式会社テクノ菱和 48
屋内ダニ誘引抑制剤及び誘引抑制方
法、屋内ダニ誘引性成分を低減させる
方法、並びに洗濯仕上げ剤

花王株式会社

17 液体洗浄剤組成物 花王株式会社 49
新規ソフォラフラバノンＧ－５－メチル
エーテル系化合物、ならびに、抗菌
剤、抗菌性組成物、殺菌方法…

ライオン株式会社

18
アルミニウム材の耐アルカリ腐蝕性下
地処理方法

日本軽金属株式会社 50
ウイルス捕捉組成物、及びそれを吸着
させたウイルス捕捉フィルター

コンビ株式会社

19 煙草臭消臭性香料組成物 高砂香料工業株式会社 51
防菌防黴性樹脂成形体および空気調
和機

松下電器産業株式会社

20 洗浄剤及びその製造方法 佐々木　啓之 52 糊状徐放性抗菌剤及びその使用法 東西化学産業株式会社

21 エアゾール化洗浄剤 株式会社フタバ化学 53
ポリアルキレンイミン系重合体、その製
造方法およびその用途

株式会社日本触媒

22 洗浄剤及びその製造方法 佐々木　啓之 54
カルボン酸系重合体を含んでなる洗浄
剤、衣料用処理剤

株式会社日本触媒

23 化成皮膜用酸性洗浄剤及び処理方法 日本ペイント株式会社 55
スルホン酸基含有カルボン酸系重合
体を含んでなる洗浄剤、衣料用処理剤

株式会社日本触媒

24 エアコン用スプレー製品 アース製薬株式会社 56 アルカリ洗浄剤 三洋化成工業株式会社

25 スプレー用洗浄剤 株式会社日新メディコ 57 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

26
自動車エアコンディショナ用洗浄剤お
よび自動車エアコンディショナの洗浄
方法

株式会社日新メディコ 58
防菌防黴性樹脂成形体およびそれを
用いた空気調和機

松下電器産業株式会社

27 消臭組成物 有限会社マイルド 59 アルカリ洗浄剤 三洋化成工業株式会社

28 親水性塗料 株式会社興人 60 エアコン用スプレー製品 アース製薬株式会社

29 研磨洗浄用エアゾール製品 東洋製罐株式会社 61 抗菌組成物 現代自動車株式会社

30 抗菌組成物 ライオン株式会社 62
抗菌性組成物、抗菌性樹脂成形体、
抗菌性組成物含有溶液、洗浄剤、畳
表および畳

出光テクノファイン株式会
社

31
チキソトロピー剤及びこれを含有するス
プレー剤組成物

旭電化工業株式会社 63 洗浄剤 三洋化成工業株式会社

32
冷却システムまたはヒートポンプシステ
ムのサイクル洗浄用洗浄剤

旭硝子株式会社 64
害虫のランディング抑制方法、揮散装
置および揮散製剤

アース製薬株式会社
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