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1 洗車機 株式会社ダイフク 31
ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸
エステル及びそれを含有する水系ワッ
クス分散物

日清オイリオグループ株式
会社

2
床用被覆組成物および床用被覆組成
物用添加剤

ローム　アンド　ハース　カ
ンパニー

32 床面反応型凝集剤 上田　桂三

3
フロアポリッシュ組成物のレベリング改
良方法

ローム　アンド　ハース　カ
ンパニー

33
パーフルオロポリエーテル含有アミン
及び界面活性剤

大日本インキ化学工業株式
会社

4 防滑性水性フロアーポリッシュ組成物 コニシ株式会社 34 水性被覆組成物 三井化学株式会社

5 水性艶出し剤組成物 東亞合成株式会社 35 コーティング組成物 シーシーアイ株式会社

6 水性防汚樹脂組成物 関西ペイント株式会社 36 シロキサン除去装置 株式会社東芝

7 内装用素材のコーティング方法 藤原　三洲男 37
塗膜洗浄剤及び塗膜洗浄用ウェットク
ロス

株式会社ソフト９９コーポ
レーション

8 塗装面の二液性保護艶出し剤 株式会社ウイルソン 38
拭き上げ型光沢付与剤及び物品表面
の光沢付与方法

日華化学株式会社

9 床仕上げ用組成物 スリーエム　カンパニー 39
オレフィン系ワックス、ならびにシリコー
ン変性オレフィン系ワックス、これを用
いたシリコーン系室温固・・・

三井化学株式会社

10 被覆構造体
大日本インキ化学工業株式
会社

40
ケチミン組成物及びエポキシ樹脂組成
物

コニシ株式会社

11
水性床用樹脂分散体およびそれを用
いたフロアーポリッシュ組成物

ジョンソンディバーシー株式
会社

41
可はく離性床コーティング並びに該
コーティングの形成方法

コニシ株式会社

12 塗装面の艶出し洗浄剤
株式会社ソフト９９コーポ
レーション

42 落書き消去用塗装仕上げ方法 イサム塗料株式会社

13 屋外塗装面用表面保護剤
株式会社ソフト９９コーポ
レーション

43 塗装面用洗浄剤
株式会社ソフト９９コーポ
レーション

14
４級アンモニウム塩含有基を有するオ
ルガノポリシロキサン化合物及びその
製造方法

信越化学工業株式会社 44 回転式床面用ブラシ
ジョンソンディバーシー株式
会社

15
導電性表面塗装剤及びそれを利用し
た導電性表面塗装物品

株式会社サニー・シーリン
グ

45
フロアーポリッシュ組成物皮膜の剥離
方法

ジョンソンディバーシー株式
会社

16 トナー調製プロセス ゼロックス　コーポレイション 46 コーティング膜及びコーティング塗料 グランデックス株式会社

17 塗装面のコーティング組成物
株式会社ソフト９９コーポ
レーション

47 複合ワックスの製造方法 株式会社メドラス

18 水性フロアーポリッシュ組成物 株式会社アサヒペン 48
フローリング床用フロアーポリッシュ組
成物

ジョンソンディバーシー株式
会社

19 水性ポリウレタン樹脂 荒川化学工業株式会社 49
アルカンを不飽和カルボン酸に変換す
るための改良法

ローム　アンド　ハース　カ
ンパニー

20
水性ポリウレタン樹脂、印刷インキ用バ
インダーおよび印刷インキ組成物

荒川化学工業株式会社 50 乳化重合用乳化剤 株式会社ＡＤＥＫＡ

21
光硬化性シリコーンブロックアクリル共
重合体、共重合体組成物、およびその
塗膜、塗膜付き基材、並びに・・・

中国塗料株式会社 51
有機ケイ素化合物を含有するワックス
組成物。

関西ペイント株式会社

22 被覆用組成物 関西ペイント株式会社 52
ケチミン組成物及びエポキシ樹脂組成
物

コニシ株式会社

23 家具用つや出し組成物
エス．シー．　ジョンソン　ア
ンド　サン、インコーポレイ
テッド

53
フロアーポリッシュ用剥離剤組成物お
よびそれを用いた剥離除去方法

ジョンソンディバーシー株式
会社

24 床被覆構造体 ＤＩＣ株式会社 54 水性フロアーポリッシュ剥離剤組成物 ユシロ化学工業株式会社

25 車両用艶出しコーティング剤
株式会社ソフト９９コーポ
レーション

55 明度剤含有床仕上げ剤
イーコラブ　インコーポレイ
ティド

26 水性床用艶出し剤組成物 ユシロ化学工業株式会社 56
床構造物に防水を提供する方法およ
びそれによって形成される床構造物

ジョンズ　マンヴィル

27
表面被膜剤の製造方法、表面被膜剤
及び表面被膜剤製造装置

松崎　登代子 57 光安定剤を補充または導入する方法
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

28 車両用コーティング剤
株式会社ソフト９９コーポ
レーション

58
鉱物質及び非鉱物質基材の表面処理
のための液状弗素含有組成物

エボニック　デグサ　ゲーエ
ムベーハー

29 タイヤの水性艶出し組成物
株式会社ソフト９９コーポ
レーション

59
脂環式カルボン酸含有官能化ポリオレ
フィン及び官能化ポリオレフィンエマル
ジョン

イーストマン　ケミカル　カン
パニー

30 低ノイズ性水性コーティング
ナショナル　スターチ　アン
ド　ケミカル　インベストメント
ホールディング　コー・・・
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