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1 油膜除去用の洗浄剤組成物 ジョンソン株式会社 36 液状複合酵素による自動車用油膜取
りおよびウインドウオッシャー液への代
替利用

株式会社クレッセンドコーポ
レーション

2 液体洗浄剤組成物 花王株式会社 37 光触媒性親水性被膜形成前の表面の
前処理法並びにそれに用いられ
る．．．

東陶機器株式会社

3 エマルション組成物及び洗浄剤組成
物並びに洗浄方法

日光ケミカルズ株式会社 38 液体洗浄剤製品 ライオン株式会社

4 界面活性洗浄剤 森吉　昭博 39 結露した水滴の流下防止剤およびガラ
ス洗浄剤

東洋理研株式会社

5 硬質表面用洗浄剤組成物 花王株式会社 40 洗浄液 日立化成フィルテック株式
会社

6 硬質表面用洗浄剤組成物、及びこれ
を用いた洗浄方法

第一工業製薬株式会社 41 ガラス用洗浄剤組成物 花王株式会社

7 漂白洗浄剤組成物 ティーポール株式会社 42 ガラス白焼け及び青焼け用クリーナー
及び其の製造方法

アサヒソート株式会社

8 ガラス磨き剤 古川　尋士 43 清掃用シート 花王株式会社

9 洗浄剤組成物 大三工業株式会社 44 特定濃度の酒石酸洗剤ビルダーを含
む液状の硬質表面洗剤組成物

ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

10 洗浄剤組成物 ライオン株式会社 45 ポリマーおよび非イオン界面活性剤を
含む芳香性組成物

ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ

11 ガラス板用洗浄剤 セントラル硝子株式会社 46 残分の減少した硬表面クリーナー ザ・クロロックス・カンパニー

12 撥水型洗浄剤 信越化学工業株式会社 47 アミンオキシドポリマーの官能基を含有
するすぐれた薄膜形成．．．

ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

13 フェノール系錯化剤 ビーエーエスエフ　アクチェ
ンゲゼルシャフト

48 ブルーミング香料を含有するガラスク
リーニング組成物

ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

14 洗浄組成物 ザ　ダウ　ケミカル　カンパ
ニー

49 硬質表面クリーニング組成物 ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

15 シリコーン流体の除去方法 ノボ　ノルディスク　アク
ティーゼルスカブ

16 第四アンモニウム消毒剤および選択さ
れたジカルボキレート金属イオン．．．

ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

50 窓ガラス用洗浄液 三菱樹脂株式会社

51 新規発泡洗浄水溶液、そのためのエ
アゾール組成物及びその使用方法

横浜油脂工業株式会社

17 濃厚液体洗浄剤組成物 ライオン株式会社 52 洗浄剤組成物 三井化学株式会社

18 硬質表面用洗浄剤組成物 花王株式会社 53 洗浄剤 ライオン株式会社

19 洗浄剤組成物 昭和電工株式会社 54 洗浄剤 ライオン株式会社

20 汚染された固体表面の洗浄方法とそ
れに用いる洗浄液

荏原工業洗浄株式会社 55 ガラスクリーナー 熊野油脂株式会社

21 洗浄剤組成物 花王株式会社 56 ガラス表面処理用水性組成物 ジョンソン・プロフェッショナ
ル株式会社

22 洗浄剤組成物 花王株式会社 57 硬表面洗浄剤組成物 ライオン株式会社

23 スプレー式容器入り液体洗浄剤組成
物

花王株式会社 58 エアゾール型水性清浄剤組成物 ライオン株式会社

24 漂白洗浄剤組成物 ティーポール株式会社 59 硬表面防汚抗菌洗浄剤組成物 ライオン株式会社

25 自動車用洗浄剤 株式会社ソフト九九コーポ
レーション

60 掃除用液剤 小林製薬株式会社

26 耐酸耐酸化性ハロゲン捕捉剤 エステー化学株式会社 61 掃除用液剤 小林製薬株式会社

27 液体クレンザー組成物 花王株式会社 62 ウインドウォッシャー液用固形錠剤 第一商事株式会社

28 ウィンドウォッシャー液 株式会社ソフト九九コーポ
レーション

63 自己発泡性マイクロエマルション洗浄
組成物

エス．シー．ジョンソン　アン
ド　サン，インコーポレー
テッド29 自動車用溌水型ウインドウオッシャー

液
コスモスケミカル株式会社 64 改善されたふきすじ防止特性を有する

ガラスクリーナー
エス．シー．ジョンソン　アン
ド　サン，インコーポレー
テッド30 ガラス面上の油膜おとし組成物 エチレンケミカル株式会社 65 洗い流せる硬質表面クリーナー エス．シー．ジョンソン　アン
ド　サン，インコーポレー
テッド31 車両洗浄及び乾燥用組成物 エコラボ　インク

32 つや出し洗浄剤 小林　節代 以上　合計６５点
33 エアゾール型ガラス洗浄剤 株式会社大阪造船所

34 向上したくもり止め性を有するガラスク
リーナー

エス．シー．ジョンソン　アン
ド　サン，インコーポレー
テッド35 ガラスクリーナー組成物 ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー
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