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1
食品製造設備へのカルシウム付着防
止方法

理研ビタミン株式会社 34 抗菌剤 住友金属鉱山株式会社

2 洗浄組成物
株式会社　アーバン　テク
ニカ

35 殺菌性洗浄剤 旭電化工業株式会社

3 殺菌消臭清拭剤組成物 三洋化成工業株式会社 36 水流失性除菌洗浄剤 遠藤　弘明

4 除菌洗浄剤 大和化学工業株式会社 37 微生物による表面汚染の洗浄方法 郷田　浩志

5 殺菌洗浄剤組成物 日本製薬株式会社 38
ウェットワイプス用薬液およびそれを用
いたウェットワイプス

チッソ株式会社

6 液体洗浄剤組成物 ライオン株式会社 39 硬質表面用殺菌防汚洗浄剤 花王株式会社

7 硬質表面用殺菌防汚剤 花王株式会社 40 備長炭木酢液入り洗浄組成物 土屋　恵司

8 液体洗浄剤組成物 花王株式会社 41 植物性抗菌防腐剤 ライオン株式会社

9 液体洗浄剤組成物 花王株式会社 42 医療機器用殺菌洗浄剤 花王株式会社

10 固形石鹸 株式会社ベルビック 43
食品用除菌洗浄剤および食品の除菌
方法

扶桑化学工業株式会社

11 塩素系漂白・除菌剤の無害化処理剤 株式会社テシマ化研 44 除農薬・除菌洗浄剤
株式会社チャフローズコー
ポレーション

12
天然消臭抗菌剤、それを用いた消臭
抗菌製品およびそれを用いた消臭抗
菌方法

有限会社　山曹ミクロン 45 殺菌剤および防腐剤 味の素株式会社

13 抗菌性皮膚洗浄料 株式会社ノエビア 46
グリセリン脂肪酸エステルが配合された
Ｗ／Ｏエマルジョン用の洗浄剤組成物

株式会社タイショーテクノス

14
硬質表面洗浄用殺菌性水系組成物お
よび使用方法

スパータン・ケミカル・カンパ
ニー・インコーポレーテツド

47 抗菌組成物 ライオン株式会社

15 硬表面用液体洗浄剤組成物 ライオン株式会社 48 アルカリ性洗浄剤組成物 ティーポール株式会社

16
殺菌消毒剤組成物、毛髪用洗浄剤組
成物及び食器用洗浄剤組成物

日華化学株式会社 49 浴液用薬剤
独立行政法人産業技術総
合研究所

17 殺菌洗浄剤組成物 ティーポール株式会社 50 抗菌剤 花王株式会社

18
人工透析機器の消毒・洗浄剤組成物、
および人工透析機器の消毒・洗浄方
法

株式会社アルクス 51
殺菌剤及びそれを含む化粧処置用組
成物

ロレアル

19 抗菌剤 旭電化工業株式会社 52 殺菌洗浄剤組成物 旭電化工業株式会社

20 殺菌用組成物及びその使用方法 錦織　浩治 53 殺菌洗浄剤組成物 三洋化成工業株式会社

21 殺菌洗浄剤組成物 旭電化工業株式会社 54 起泡性組成物 四国化成工業株式会社

22 銀系抗菌剤 渡辺　敏郎 55
新規のペルオキシカルボン酸及びそ
の水性組成物

ソルヴェイ

23 洗浄剤組成物 花王株式会社 56 漂白殺菌剤組成物
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

24 液体洗浄剤組成物 花王株式会社 57 非毒性殺菌洗浄剤
カール－ツァイス－スティフ
ツング

25 人工透析装置の洗浄方法 クリーンケミカル株式会社 58 液体多相の洗浄剤組成物
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

26 消毒液 井　上　　直　史 59 硬質表面用抗菌組成物
ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

27 消毒組成物および表面の消毒方法
ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

60
安息香酸類似体及び金属塩を含む抗
菌組成物

ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

28
消毒用組成物および表面を消毒する
ための方法

ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

61
ピログルタミン酸及び金属塩を含む抗
菌組成物

ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

29 抗菌洗剤組成物
ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

62 速効性殺菌洗浄剤
ジョンソンディバーシー・イ
ンコーポレーテッド

30
バイオフィルムを除去するための改良
型の殺菌性及び非殺菌性溶液

ユニベルシテ　ドゥ　モントリ
オール

63
粒子分散型の濾床を殺菌および汚染
除去するための当該装置の洗浄方法

ペー・ウント・ヴェー・イン
ヴェスト・フェアメーゲンス・
フェアヴァルトゥングス．．．

31
色彩の安定した次亜塩素酸消毒剤お
よび方法

ケイ　　ケミカル　　カンパ
ニー

64 ホップ酸抗菌組成物
ローディア　インコーポレイ
ティド

32 相乗的な抗菌性をもつ皮膚洗浄剤
イーコラブ　インコーポレイ
ティド

65
医療用機器の洗浄方法およびそのた
めの組成物

ノバファーム　リサーチ
（オーストラリア）　プロプライ
アタリー　リミティッド

33
リパーゼ、その製造方法、その生産
菌、及びそのリパーゼの用途

ノボ　ノルディスク　アク
ティーゼルスカブ

66
桂皮油及び／又はその活性物質を含
む組成物による硬質表面の殺菌方法

ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー
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