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1
ワニリルアルコール誘導体のサイクロ
デキストリン包接化合物、及びそれを
含有する組成物

高砂香料工業株式会社 36
界面活性剤を含む化粧料、皮膚用剤
及び薬剤

クラリアント・ゲゼルシヤフト・
ミト・ベシユレンクテル・ハフ
ツング

2 入浴剤 積水化学工業株式会社 37 シャワー用の固形組成物 ポーラ化成工業株式会社

3 入浴剤 ユーホーケミカル株式会社 38 肥厚化角質層柔軟化剤 一丸ファルコス株式会社

4 化粧料含有袋 関西酵素株式会社 39 シャワーヘッド及び化粧料組成物
有限会社コム・インスティ
チュート

5 浴用剤 日本酵素薬品株式会社 40
保湿性植物抽出物を含有する化粧料
組成物

一丸ファルコス株式会社

6 浴用剤 旭化成株式会社 41 固形剤製造装置 関西酵素株式会社

7 入浴剤 大日精化工業株式会社 42
プロポリス及び遠赤外線源素材を用い
た入浴剤及びその製造方法

日本自然食品有限会社

8
皮膚外用剤、入浴剤、化粧品、頭髪保
護剤

村　いさ子 43 有形物含有固体入浴剤の製造法 関西酵素株式会社

9 線維芽細胞増殖促進剤 香栄興業株式会社 44 固体化粧料 関西酵素株式会社

10 浴用剤組成物 三基商事株式会社 45 浄化水とその製造方法及び用法 佐久間　和夫

11 入浴剤及びその製造方法 渡辺　重喜 46 発泡性浴用錠剤の製造方法 カネボウ株式会社

12
香料の香り立ち及び持続性の強化方
法及び強化剤

高砂香料工業株式会社 47 液状冷感浴用剤 阪本薬品工業株式会社

13 ハーボミネラル浴剤 富山県 48 入浴剤及び浴槽 河島　宏陽

14
炭酸ジアルキルからなる保湿剤ならび
に該保湿剤を含有する化粧料、洗浄
料および入浴剤

コグニスジャパン株式会社 49 化粧料 片倉チッカリン株式会社

15 化粧料 関西酵素株式会社 50
皮膚活性化芳香植物酢液と、その製
造法

薄井　守人

16
粘性を有し、穏やかで、効果的な洗浄
用組成物

ジョンソン・アンド・ジョンソ
ン・コンシューマー．．．

51 二層型液体入浴剤 牛乳石鹸共進社株式会社

17 入浴剤 株式会社ナガテツ 52 包材型入浴剤 関西酵素株式会社

18 古代塩水を配合した化粧品。 八代工業株式会社 53 保湿組成物 中村　憲司

19 入浴剤の製法 土居　二朗 54 残留塩素除去剤 丸善製薬株式会社

20 生分解性入浴用材 大阪化学合金株式会社 55 液体入浴剤組成物 アース製薬株式会社

21 温感組成物 高砂香料工業株式会社 56 リラックスするゲル化入浴用組成物 ロレアル

22 入浴剤組成物 株式会社ノエビア 57
リパーゼ活性賦活剤、痩身用皮膚外
用剤及び痩身用浴用剤

日華化学株式会社

23 入浴剤用容器 アース製薬株式会社 58 シャワー用剤 花王株式会社

24 入浴剤
株式会社武蔵野免疫研究
所

59 浴用組成物 カネボウ株式会社

25 入浴剤と入浴方法 五洲薬品株式会社 60
生体水に類似する水およびその製造
法

有限会社　アクアサイエンス

26
電解質含有の化粧料、薬剤および皮
膚用剤

クラリアント・ゲゼルシヤフト・
ミト・ベシユレンクテル・ハフ
ツング

61 梅抽出物を含む化粧品 株式会社東農園

27 皮膚薬組成物又は浴用剤 有限会社アイテック 62 入浴剤 内田　宏

28 浴用剤組成物 株式会社ツムラ 63
スクロースＮ－アルキルアスパルテー
ト、それらの製造および使用

アヴェンティス・リサーチ・ウ
ント・テクノロジーズ．．．

29 液体浴用剤組成物 株式会社ツムラ 64 化粧品配合物用の界面活性剤
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

30 上がり湯用組成物 株式会社ツムラ 65
発泡性オイル製剤およびその使用方
法

ジョンソン・アンド・ジョンソ
ン・ゲーエムベーハー

31 浴用剤組成物 株式会社ツムラ 66
ボディケア製品及び家庭用製品の安
定化

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

32 浴用剤組成物およびその製造方法 株式会社ツムラ 67
水性ベースの小胞体成性の界面活性
剤含有洗浄剤調製物、その製造方法
およびその用途

メルツ・ウント・コンパニー・
ゲゼルシヤフト・ミト・ベシュ
レンクテル・ハフツング．．．

33 浴用組成物 カネボウ株式会社 68
水不溶性成分の沈着を調整する組成
物および方法

ロレアル

34 浴用剤組成物 アース製薬株式会社 69
微香性で無刺激性のメントールおよび
メンチル・ラクテートを基本材料とする
化粧品組成物

ジョンソン・アンド・ジョンソ
ン・コンシューマー・フランス

35 浴用剤組成物 丸善製薬株式会社 以下３点省略
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