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No,8436 〃 〃 平.8-9 71点 ￥29,800
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No,8887 〃 風呂水用殺菌剤の組成 平.5-11 59点 ￥23,700

No,8979 〃 エアゾール型洗浄剤の組成 平.5-11 68点 ￥27,400
No,8745 〃 カビ取り剤の組成法 平.8-10 55点 ￥23,500
No,7992 〃 〃 昭.61-平.7 63点 ￥24,700
No,8746 〃 パイプクリーナーの組成法 平.8-10 60点 ￥24,700

No,7993 〃 〃 昭.61-平.7 70点 ￥29,700
No,8495 〃 浴室用洗浄剤の組成法 平.6-9 58点 ￥24,800
No,7735 〃 〃 平.1-5 61点 ￥33,700
No,8014 〃 住居用洗浄剤の組成法 昭.61-平.7 65点 ￥28,300
No,8018 〃 台所用洗剤の組成法 平.5-7 62点 ￥33,200

No,8478 〃 カーペット・クリーナーの組成法 平.5-9 59点 ￥25,500
No,8476 〃 シミ抜き剤の組成法 平.5-9 61点 ￥27,700
No,8616 〃 ビル清掃用洗剤の組成法 平.5-10 73点 ￥28,500
No,8265 〃 ガラスクリーナーの組成法 平.6-8 54点 ￥23,700
No,8753 〃 ゲル状芳香洗浄剤の組成と製法 平.5-10 75点 ￥27,800

No,8493 〃 トイレ用洗浄剤の組成法 平.8-9 61点 ￥24,800
No,7988 〃 〃 平.5-7 66点 ￥28,700
No,7595 〃 〃 平.2-4 51点 ￥21,700
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34 液体洗浄剤組成物 ライオン株式会社

1 洗浄剤組成物 花王株式会社 35 殺菌剤組成物 花王株式会社

2 洗浄剤組成物 花王株式会社 36 抗菌剤組成物及び成形体 日本曹達株式会社

3 洗浄剤組成物 花王株式会社 37
洗剤及び洗濯助剤並びに抗菌処理方
法

住化農業資材株式会社

4 洗浄剤組成物 花王株式会社 38 ゲル状手指殺菌洗浄剤組成物 旭電化工業株式会社

5 殺菌洗浄剤組成物 ティーポール株式会社 39 残留型殺菌剤
住友大阪セメント株式会
社

6 洗浄剤組成物 ライオン株式会社 40 生鮮食品用殺菌洗浄剤組成物 花王株式会社

7 水性液体洗浄剤 花王株式会社 41 自動洗浄機用殺菌剤組成物 花王株式会社

8 食品の殺菌洗浄剤組成物 花王株式会社 42 殺菌性化合物含有組成物 ライオン株式会社

9 洗浄剤組成物 ライオン株式会社 43 殺菌洗浄剤組成物 花王株式会社

10 ハブラシ洗浄剤 日新製薬株式会社 44 洗米機用殺菌洗浄剤組成物 花王株式会社

11 プラスチック用殺菌洗浄剤 花王株式会社 45 殺菌洗浄剤組成物 三洋化成工業株式会社

12 歯ブラシ除菌フォーム用剤 ライオン株式会社 46 硬質表面用殺菌洗浄剤組成物 花王株式会社

13 除菌及び消臭清浄剤組成物 ライオン株式会社 47 洗浄剤組成物 花王株式会社

14
洗浄・抗菌性付与剤および洗浄・抗
菌性付与方法

住友大阪セメント株式会
社 48 洗浄剤組成物 花王株式会社

15
医療用具の洗浄消毒用液剤およびそ
れを用いた洗浄消毒方法

株式会社トーメー 49 水性抗菌性液状清浄化組成物
キンバリー　クラーク
ワールドワイド．．．

16
抗菌消臭洗浄性ワックスとその製造
方法

島田　積 50
水性抗菌液体洗浄剤組成物の抗菌活
性を増加させる方法

キンバリー　クラーク
ワールドワイド．．．

17 殺菌洗浄料 ライオン株式会社 51 殺菌性ソープバー
レキット　アンド　コー
ルマン．．．

18 硬表面防汚抗菌洗浄剤組成物 ライオン株式会社 52
第四級カルボン酸アルカノールアミ
ンエステル塩の抗菌剤としての使用

コグニス・ドイチュラン
ト・ゲゼル．．．

19
洗剤や界面活性剤と抗菌．防カビカ
ビ剤入りのタイル（目地）用ワック
ス．コーティング剤

阿部　達郎 53
抗菌・抗カビ剤及びカチオン物質を
含む組成物

ジヤンセン・フアーマシ
ユーチカ・ナームロー
ゼ．．．

20
抗菌剤、入浴剤組成物及び皮膚洗浄
剤組成物

関西酵素株式会社 54
抗菌性でマイルドなすすぎ落とし液
体洗浄組成物

ザ、プロクター、エン
ド、ギャンブル．．．

21 低腐食性ヨウ素含有殺菌洗浄剤 日宝化学株式会社 55
サリチル酸を含有する抗菌性でマイ
ルドなすすぎ落とし液体洗浄組成物

ザ、プロクター、エン
ド、ギャンブル．．．

22 洗浄剤 花王株式会社 56
酸性界面活性剤を含有する抗菌性で
マイルドなすすぎ落とし液体洗浄組
成物

ザ、プロクター、エン
ド、ギャンブル、カンパ
ニー

23
香料、フレーバーおよび抗菌化合物
としての置換フェノール類

高砂香料工業株式会社 57
抗菌・抗カビ剤及びリン脂質を含む
組成物

ジヤンセン・フアーマシ
ユーチカ・．．．

24 洗剤・殺菌剤調合剤
シブロン・ケミカル・
ホールディングス・イン
コーポレーテッド

58 ラッカーゼの抗菌活性
ノボ　ノルディスク　ア
クティーゼルスカブ

25
敏感な医療器具を洗浄および消毒す
るための方法

ヘンケル―エコラープ・
ゲゼルシャフト．．． 59

放線菌類により産生されるセルラー
ゼとその産生方法

ジェネンコア　インター
ナショナル．．．

26
芳香族アルコールまたはフェノール
を含有する抗菌洗浄組成物

ユニリーバー・ナーム
ローゼ・ベンノートシ
ヤープ

60
放線菌類により産生されるセルラー
ゼとその産生方法

ジェネンコア　インター
ナショナル　インコーポ
レーテッド

27
窒素含有錯化剤の、皮膚及び紡織繊
維材の脱臭及び抗菌処理のための用
途

チバ　スペシャルティ
ケミカルズ　ホールディ
ング．．．

61
制菌ならびに殺菌用組成物およびそ
の使用方法

バイオベンチャーバンク
株式会社

28
殺菌性活性成分を含む濃縮液体配合
物

チバ　スペシャルティ
ケミカルズ　ホールディ
ング．．．

以上６１点

29 除菌洗浄剤 日本葉緑素株式会社

30 殺菌性洗浄剤組成物 旭電化工業株式会社

31 殺菌洗浄剤組成物 花王株式会社

32 抗菌性洗剤組成物 イヌイ株式会社

33 殺菌組成物及びその使用方法
エス　ケー　コーポレイ
ション

日　本　特　許　公　開　　　平成１３年

殺菌洗浄剤の組成法　　　No.9285

[公開編]　　平成１２年～平成１３年（２年間）　　　６１点

CD-ROM版　　　￥15,700    　　  　　　  　　　　全文公報版　　　￥15,700

日　本　特　許　公　開　　　平成1２年

（　CD-ROM版・全文公報版　一括購入　　　￥23,000　）


