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1
水性床用艶出し樹脂組成物の塗布乾
燥方法

三水株式会社 36 水性艶出しコーティング剤組成物 コニシ株式会社

2
発泡型洗浄艶出し剤の発泡状態保持
時間を制御する方法

タイホー工業株式会社 37 木質床材用表面処理剤及びその製法 株式会社セラリカ野田

3 床用光沢組成物 株式会社日本触媒 38 ゴム製品用塗料 株式会社ヘルスケミカル

4
ワックス剤及び廃材からのプラスチック
分別方法

吉田　稔 39
水性床用艶出し樹脂組成物の塗布乾
燥方法

三水株式会社

5 乳化性ワックスおよびその製造方法
ビーエーエスエフ　アクチェ
ンゲゼルシャフト

40
水性床用艶出し樹脂組成物塗布面の
乾燥装置

三水株式会社

6 表面処理具 タイホー工業株式会社 41 床面被覆物の光沢復元方法 ウインテック株式会社

7
メルカプト基含有オルガノポリシロキサ
ンの製造方法並びに該オルガノポリシ
ロキサンを用いた離型剤．．．

信越化学工業株式会社 42 硬質表面用艶出し洗浄シート 花王株式会社

8
鱗片状シリカ粒子を含有する透明な塗
膜

洞海化学工業株式会社 43
透明・高耐水性・耐摩耗性・造光沢性
の溶液

瀧川　敏

9 ポリスチレンの連続製造方法 三菱レイヨン株式会社 44 硬質表面用艶出し洗浄剤物品 花王株式会社

10 硬化性ゴム組成物およびその用途 三井化学株式会社 45 塗床層の形成方法 エスケー化研株式会社

11 シラン－シリコーン組成物
旭化成ワッカーシリコーン株
式会社

46 艶出し洗浄剤組成物 石原薬品株式会社

12 カーポリッシュ用シリコーン組成物
旭化成ワッカーシリコーン株
式会社

47 水性硬表面保護艶出し剤 石原薬品株式会社

13 カーポリシュ用シラン化合物組成物
旭化成ワッカーシリコーン株
式会社

48 床ワックスの剥離方法 積水ハウス株式会社

14
水性ワックス剤組成物及びその製造方
法

東洋理研株式会社 49
車体塗装面のワックス処理具及び車体
塗装面のワックス処理方法

株式会社ソフト九九コーポ
レーション

15 床用艶出し剤組成物 株式会社リンレイ 50
高耐温水性を有する光酸化触媒を保
持した硬化塗膜

洞海化学工業株式会社

16 ワックス製品 東洋理研株式会社 51 タイヤ及びホイール用保護艶出し剤 株式会社ウイルソン

17 床処理剤組成物 花王株式会社 52
鱗片状シリカ粒子を含有する高い保存
安定性を有する硬化性組成物及びそ
の製造方法

洞海化学工業株式会社

18 塗り床用硬質ウレタン樹脂組成物 三井武田ケミカル株式会社 53
一般的な床上に塗布された樹脂ワック
スや塗料等の塗膜厚、汚れ具合等を
測定するための用具及び．．．

株式会社万立

19 ワックスエマルションの製造法 東邦化学工業株式会社 54
防汚性被膜形成具及び防汚性被膜形
成方法

株式会社ソフト九九コーポ
レーション

20
床用塗料組成物およびその塗料被覆
物

新中村化学工業株式会社 55 硬表面の艶だし防汚処理方法 東洋理研株式会社

21 フロアーポリッシュ用組成物 洞海化学工業株式会社 56 後架橋型ポリッシュ用組成物 旭硝子株式会社

22 水系ワックス微粒子の製造方法 東邦化学工業株式会社 57 洗車用洗剤及び洗車用下処理剤 株式会社ヤスヰ

23 高耐水性を有する硬化塗膜 洞海化学工業株式会社 58 ワックスエマルジョンの製造方法 星光化学工業株式会社

24 光触媒性コーティング組成物 東陶機器株式会社 59 皮革用撥水艶出しクロス
株式会社ソフト九九コーポ
レーション

25 水性エマルジョン 花王株式会社 60
水性被覆剤組成物および床用艶出し
剤組成物

ジェイエスアール株式会社

26 塗装面のコーティング組成物
株式会社ソフト九九コーポ
レーション

61 洗車剤及びそれを用いた洗車方法 石原薬品株式会社

27 シリコーン組成物
旭化成ワッカーシリコーン株
式会社

62
改良された可塑化水性コーティング組
成物

エス．シー．ジョンソン　コ
マーシャル　マーケッツ，イ
ンコーポレーテッド

28 床清掃方法 有限会社光和 63 低放出性床被覆材
デーエルベー、アクチエン
ゲゼルシャフト

29 床の洗浄再生方法 三浦　広宣 64 ワックスと油とから成るワックス組成物
シエル・インターナシヨナ
ル・リサーチ・マートスハツ
ペイ・ベー・ヴエー

30 コーティング用布
株式会社ソフト九九コーポ
レーション

65 艶出し組成物および使用方法
スリーエム　イノベイティブ
プロパティズ　カンパニー

31 洗浄つや出し剤組成物 花王株式会社

32 艶出し剤用組成物 ジェイエスアール株式会社

33 水性艶出し剤組成物 東亞合成株式会社

34
乗り物の表面の改善方法及び改善装
置

株式会社タニ

35 徐放性の消臭抗菌防虫ワックス 毛利　久美子 以上６５点収録
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