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1 液体洗浄剤組成物 ライオン株式会社 36 発泡洗浄剤 石原薬品株式会社

2 硬質表面用洗浄剤組成物 ライオン株式会社 37
ディーゼルエンジン吸気系統の洗浄用
エアゾール製品及び洗浄方法

株式会社テクノマックス化研

3 液体洗浄剤組成物 ライオン株式会社 38
防汚処理剤、防汚処理方法及び防汚
処理物品

日本油脂ビーエーエスエフ
コーティングス株式会社

4
高圧スプレー用洗浄剤、および、高圧
スプレー洗浄方法。

クレオール株式会社 39 洗浄つや出し剤組成物 花王株式会社

5 研磨剤組成物 東陶機器株式会社 40 固形クレンザ 内藤　陽介

6
化学反応利用による多目的アルカリ洗
浄剤

星　典子 41
車両用固形洗浄剤組成物、車両用固
形撥水洗浄剤組成物、および車両洗
浄用スポンジ

シーシーアイ株式会社

7 付着物除去剤 株式会社竹原 42 硬質表面用艶出し洗浄シート 花王株式会社

8 洗車方法 石原薬品株式会社 43 硬質表面用艶出し洗浄剤物品 花王株式会社

9 クリーナー アキレス株式会社 44
エンジン洗浄方法及び起泡型エンジ
ン洗浄剤

三興油脂株式会社

10 研磨材入ガラスクリーナ
株式会社ソフト九九コーポ
レーション

45 スプレー用洗浄剤 日進化学株式会社

11 洗浄艶出し剤エアゾール組成物 日本重化学工業株式会社 46
防汚性能を有する硬質表面用洗浄剤
組成物

株式会社ウイルソン

12
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

47 艶出し洗浄剤組成物 石原薬品株式会社

13 ワックス用乳化乃至可溶化剤 旭電化工業株式会社 48
疎水性硬表面の洗浄防汚処理剤及び
洗浄防汚処理方法

東洋理研株式会社

14
洗浄用研磨剤及びそれを含有してなる
洗浄剤組成物

丸尾カルシウム株式会社 49
自動車補修用脱脂剤、自動車の補修
方法及び自動車

日本ペイント株式会社

15 液体洗浄剤組成物 アドミ株式会社 50 洗車用洗剤及び洗車用下処理剤 株式会社ヤスヰ

16 洗浄用研磨材入りスポンジ 株式会社ニチビ 51 液体クレンザー ミネベア株式会社

17 水系ブレーキ洗浄剤 株式会社スリーボンド 52 化成皮膜用酸性洗浄剤及び処理方法 日本ペイント株式会社

18 洗浄剤組成物 東ソー株式会社 53 板金塗装用コンパウンド ミネベア株式会社

19 液体組成物及びスプレー剤 ショーワ株式会社 54 洗車剤及びそれを用いた洗車方法 石原薬品株式会社

20 洗浄剤組成物 旭電化工業株式会社 55 自動車用シートのクリーニング方法 ベーステック株式会社

21 油中水型エアゾール製品 株式会社ダイゾー 56 硬質表面クリーニング用液状組成物
ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

22 塗料および油汚れ用洗浄剤 鈴木油脂工業株式会社 57 洗剤および洗浄剤
クラリアント・ゲゼルシャフト・
ミト・ベシュレンクテル・ハフ
ツング

23 剥離剤組成物 株式会社スリーボンド 58 蒸気圧縮システムの洗浄
アライドシグナル・インコー
ポレーテッド

24
自動車表面処理用の洗浄剤及びコー
ティング剤

横浜油脂工業株式会社 59
プラズマ誘導水溶性被覆を有する粒
状組成物およびそれらの製造方法

ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

25
車体の水流乾燥方法及び車体用水流
乾燥促進組成物

石原薬品株式会社 60
プラズマ誘導グラフト重合された水溶
性被覆を有する粒状組成物およびそ
れらの製造方法

ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

26 油処理溶剤の改良 有限会社グレコアソシエイト 61
中性からアルカリ性の液体硬質表面ク
リーニング用組成物

ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

27 洗浄装置および洗浄方法 新日本製鐵株式会社 62 硬質表面用の疎水化剤
ビーエーエスエフ　アクチェ
ンゲゼルシャフト

28 洗浄剤 佐藤　貞三 63 スプレー用洗浄剤 株式会社日新メディコ

29
研磨用適用工具における万能のクリー
ナー及び艶出剤

イリノイ　トゥール　ワークス
インコーポレイティド

64
自動車エアコンディショナ用洗浄剤お
よび自動車エアコンディショナの洗浄
方法

株式会社日新メディコ

30 塗料剥ぎ取り組成物
ゲイジ　プロダクツ　カンパ
ニー

31 液状の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

32
熱交換器の親水化処理方法および親
水化処理された熱交換器

日本ペイント株式会社

33 多用途洗剤システム 梅本　雅夫

34 洗車方法 石原薬品株式会社

35 工業用洗浄剤 株式会社アイ・ディー・エム 以上６４点収録
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