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1 洗浄剤 株式会社タカマツヤ 39 ぬめり取り剤 小林製薬株式会社

2 洗浄剤組成物 大日本除蟲菊株式会社 40 洗浄剤製品 ライオン株式会社

3 硬質表面用洗浄剤組成物 花王株式会社 41 硬質表面用殺菌防汚洗浄剤 花王株式会社

4 漂白剤組成物 攝津製油株式会社 42 圧縮成形洗浄剤製品 ライオン株式会社

5 両性両親媒性表面処理剤 ライオン株式会社 43
便意を増進する香料組成物及び付香
製品

小林製薬株式会社

6 洗浄剤組成物 テエインケミカル株式会社 44 消臭洗浄剤組成物 ライオン株式会社

7 徐溶化剤 三洋化成工業株式会社 45 硬質表面用液体洗浄剤 花王株式会社

8 硬表面洗浄剤組成物 ライオン株式会社 46
液体供給装置、水溶性物質供給装置
及びトイレ芳香洗浄剤

アース製薬株式会社

9 漂白洗浄剤組成物 三洋化成工業株式会社 47 酸性水溶液の吸収剤 東亞合成株式会社

10
水中で活性酸素を放出しうる錠剤組成
物

四国化成工業株式会社 48 洗浄液 株式会社ダイワ総業

11 硬表面の洗浄方法 ライオン株式会社 49 トイレ用洗浄剤組成物 ライオン株式会社

12 硬質表面用洗浄剤組成物 花王株式会社 50 抗菌組成物 ライオン株式会社

13 硬質表面用洗浄剤組成物 花王株式会社 51
水洗トイレ用の液体芳香洗浄剤組成
物

サラ　リー／デーエーエヌ
ファウ

14 オンタンク型薬液剤供給装置 長谷川香料株式会社 52 洗浄剤 大日本除蟲菊株式会社

15 微生物による洗浄、消臭剤 株式会社ムッシュ 53 硬質表面用防汚洗浄剤 花王株式会社

16 トイレ用洗浄薬剤 日産化学工業株式会社 54 水洗トイレ用濃縮液体清浄剤 花王株式会社

17
トイレの配管やタンクに付着したスケー
ルの除去剤およびそれを用いた除去
方法

三菱レイヨン株式会社 55 水洗トイレ用濃縮液体清浄剤 花王株式会社

18 洗浄剤用組成物及び固形洗浄剤 積水化学工業株式会社 56 洗浄剤用組成物及び固形洗浄剤 積水化学工業株式会社

19 水洗トイレ用固形洗浄剤 フマキラー株式会社 57
塩素系洗浄剤用添加剤及び塩素系洗
浄剤

東亞合成株式会社

20 液体洗浄剤組成物 花王株式会社 58 固形洗浄剤基剤 花王株式会社

21 漂白剤組成物 攝津製油株式会社 59
がんこな湯垢・水垢～尿石までスッキリ
落とす洗浄方法

藤川　敏治

22 水洗トイレの水垢防止洗浄液 三洋化成工業株式会社 60 硬質表面用防汚洗浄剤 花王株式会社

23 固形ハロゲン剤組成物 エステー化学株式会社 61 消臭香料組成物
ハ－マンアンドライマ－株
式会社

24
衛生陶器用水垢防止剤および衛生陶
器の水垢防止材

三洋化成工業株式会社 62
イチョウ内種子抽出液を含有する洗浄
液

高橋　昭文

25 水洗便器の清浄方法及びその清浄剤 カルファケミカル株式会社 63 ブリケット製剤およびその製造方法 株式会社ツムラ

26 液体クレンザー ミネベア株式会社 64
水溶性又は水分散性コポリマーを含む
清浄用組成物

ロディア・シミ

27 消臭防汚剤 ライオン株式会社 65
硬質表面を処理するための両性重合
体の使用法

ロディア・シミ

28 抗微生物化合物およびその使用方法
ローム　アンド　ハース　カ
ンパニー

66 ケイ酸エステル混合物
ヘンケル・コマンディットゲ
ゼルシャフト・アウフ・アクチ
エン

29 洗浄剤組成物 花王株式会社 67 便器用洗浄デバイス
デオフロール・ソシエタ・ペ
ル・アチオニ

30 住居用洗剤 株式会社バオ

31 トイレ用固形洗浄剤 アース製薬株式会社

32 トイレ用洗浄組成物
ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ

33
酸性プロテアーゼを含有する酸性洗浄
剤

ノボザイムス　アクティーゼ
ルスカブ

34 トイレ洗浄用ブロック
ジェイズ　グループ　リミテッ
ド

35 トイレ洗浄組成物
ユニリーバー・ナームロー
ゼ・ベンノートシヤープ

36 消臭組成物 有限会社マイルド

37 トイレット用水の処理剤
株式会社パーマケム・アジ
ア

38
オンタンク式トイレ芳香洗浄器具用液
剤

アース製薬株式会社 以上６７点収録
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