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34 塗装剥離剤 株式会社シミズ

1
外壁等の塗膜並びにプラスティック
タイル用剥離剤及び剥離方法

山一化学工業株式会社 35 有機塗膜剥離用組成物
東レ・ファインケミカル
株式会社

2 クリーナー液 ぺんてる株式会社 36 剥離剤 株式会社スリーボンド

3 洗浄剤及びその製造方法 メグロ化学工業株式会社 37 塗料の剥離剤
日本ジェットオン株式会
社

4
高粘性キサンタンガムを含有する塗
料

日清製油株式会社 38 エッチング処理方法及び製品 ソニー株式会社

5
高粘性キサンタンガムを含有するペ
イント剥離剤

日清製油株式会社 39
硬質表面のクリーニング方法並びに
それに使用する組成物

日本パーカライジング株
式会社

6 塗料軟化剤及びはく離剤 梅本　雅夫 40 塗膜剥離剤、及び塗膜剥離方法
日本パーカライジング株
式会社

7 剥離除去可能なインク類 甲陽化成株式会社 41 塗料含有シンナー用再生処理剤 株式会社ネオス

8
アスファルト剥離コ―ティングを支
持体上に形成させる方法、．．．

ワツカー－ケミー　ゲゼ
ルシヤフト．．． 42

剥離剤形成用重合性組成物、剥離剤
物品及び剥離剤物品の製造方法

スリーエム　イノベイ
ティブ　．．．

9
塗膜剥離用被覆剤及びそれを用いた
塗膜剥離方法

三和油化工業株式会社 43 塗料および油汚れ用洗浄剤 鈴木油脂工業株式会社

10 ポリイミド樹脂系配向膜用剥離剤 大日本塗料株式会社 44
着色透明被膜形成組成物、その塗装
方法及び剥離方法

石原薬品株式会社

11 剥離溶剤 シャープ株式会社 45 塗膜の剥離方法 大川　憲明

12 溶剤 シャープ株式会社 46 塗料含有シンナーの再生処理方法 株式会社ネオス

13 耐熱性高分子保護膜の除去方法
住友ベークライト株式会
社 47 剥離剤組成物 株式会社スリーボンド

14 樹脂固形物除去方法 関西ペイント株式会社 48 建築分野で使用可能な剥離用組成物 アトフィナ

15 塗料はく離剤及び塗料溶剤 梅本　雅夫 49 湿式塗装ブースの処理方法 株式会社ネオス

16
剥離基材用アンダーコート剤および
剥離基材

荒川化学工業株式会社 50 塗料はく離剤及びはく離装置 梅本　雅夫

17
ポリマ―水分散体、その製造方法お
よび水系剥離剤

株式会社日本触媒 51
ピーラブルコーティング組成物及び
その製造法

ローム　アンド　ハース
カンパニー

18 塗料剥離用水性プライマ― 株式会社ネオス 52
微細パターン用ポリマー剥離液組成
物

ダイキン工業株式会社

19 塗料軟化剤及び剥離法 梅本　雅夫 53
超音波照射による塗膜のはく離方法
それに用いるプライマー．．．

経済産業省産業技術総合
研究所長

20 塗料剥離剤 梅本　雅夫 54 ストリッピング方法
シップレーカンパニー
エル　エル　シー

21 剥離剤組成物 花王株式会社 55 塗料はく離剤及びはく離装置 梅本　雅夫

22 剥離剤組成物 花王株式会社 56
微細パターン用ポリマー剥離液組成
物

ダイキン工業株式会社

23
アルカリ脱膜型塗料組成物及び塗膜
の除去方法

石原薬品株式会社 57 補修塗装方法 関西ペイント株式会社

24
可剥性塗料、塗膜整面剤および剥離
剤

長島特殊塗料株式会社 58 樹脂溶解剤 有限会社サポニ研究所

25 洗浄用シンナー組成物 化研テック株式会社 59
硬い表面のための研磨性適用工具に
おけるペイントと．．．

イリノイ　トゥール
ワークス．．．

26 塗料はく離剤及びはく離法 梅本　雅夫 60
基材からペイントを剥離するための
組成物及び方法

ブレント　インターナ
ショナル．．．

27 水性塗料の塗装ラインの洗浄法 関西ペイント株式会社 61 塗料剥ぎ取り組成物
ゲイジ　プロダクツ　カ
ンパニー

28 塗膜の処理方法 ベック株式会社 62 水性剥離及び清浄用組成物
アッシュランド　イン
コーポレーテッド

29
微生物培溶液に基づくブラウン管内
装材の剥離液及び．．．

中村　啓次郎 63 除去可能な保護コーティング
ラードゲヴェント　ケ
ミービューロー．．．

30 水反応性表面コーティング剤 メグロ化学工業株式会社 64 低毒性ペイントリムーバー
ゲイジ　プロダクツ　カ
ンパニー

31 溶射被膜処理剤 株式会社ネオス 以上６４点

32
重金属を含む塗料を安全に除去する
方法及びこの方法を．．．

アールエムティー・イン
コーポレーテッド

33
微生物培溶液に基づく界面活性剤及
び上記界面活性剤を含む洗浄液

中村　啓次郎

日　本　特　許　公　開　　　平成１３年
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