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1 シート状ワックス 日本油化工業株式会社 33
オルガノシロキサン混合物を含む２－
プロパノール溶液を使用した多目的
ワックス

笠　宏之

2 シリコーン樹脂エマルジョン組成物
ジーイー東芝シリコーン株
式会社

34 フロアポリッシュ組成物 ユーホーケミカル株式会社

3 フロアーポリッシュ組成物
ジョンソン・プロフェッショナ
ル株式会社

35
被覆剤組成物およびそれを用いた床
面維持管理方法

ジョンソン・プロフェッショナ
ル株式会社

4 床用艶回復剤 ユシロ化学工業株式会社 36
樹脂ワックス塗布床材およびその塗布
方法

株式会社ワード

5 車両塗装面用処理剤 タイホー工業株式会社 37
床構造体およびその床面維持管理方
法、並びにこれらに用いるトップコート
組成物

ジョンソン・プロフェッショナ
ル株式会社

6
ソープフリー型ワックスエマルジョンの
製造方法

コニシ株式会社 38 清掃シート 花王株式会社

7 艶出し剤組成物 日清オイリオ株式会社 39 ワックス 遠藤　光志

8 艶出し剤組成物 株式会社リンレイ 40 水性艶出し剤組成物
スイショウ油化工業株式会
社

9 ワックス組成物およびその製造方法 株式会社日本触媒 41 水性フロアーポリッシュ用レベリング剤 東邦化学工業株式会社

10
表面変性され熱分解的に製造された
二酸化チタン、その製造方法およびそ
の使用

デグサ　アクチエンゲゼル
シャフト

42 水性フロアーポリッシュ用レベリング剤 東邦化学工業株式会社

11 床材の被覆組成物および床面被覆体 株式会社　玄技術研究所 43 水性フロアーポリッシュ用レベリング剤 東邦化学工業株式会社

12 防滑性水性フロアーポリッシュ組成物 コニシ株式会社 44 水性フロアーポリッシュ用組成物 東邦化学工業株式会社

13
洗浄剤組成物及びそれを用いた床洗
浄方法

旭化成ケミカルズ株式会社 45 艶出し剤組成物 花王株式会社

14
水性床用樹脂分散体およびそれを用
いたフロアーポリッシュ組成物

ジョンソン・プロフェッショナ
ル株式会社

46 防臭・抗菌・防カビ被覆用組成物 旭化成ケミカルズ株式会社

15
改善された摩耗安定性を有するワック
スで変性された被覆剤

デグサ　アクチエンゲゼル
シャフト

47 防汚被覆用組成物 旭化成ケミカルズ株式会社

16 紫外線照射装置 株式会社　玄技術研究所 48 ワックス乳化分散体 サンノプコ株式会社

17 床面被覆体 株式会社　玄技術研究所 49
光沢撥水付与組成物、その製造方法
及び自動塗布方法

三愛石油株式会社

18 水系カーワックス用撥水剤組成物 サンノプコ株式会社 50
耐水性、耐久性フロアーコーティング
剤

ニチリンケミカル株式会社

19 艶出し剤用組成物 ＪＳＲ株式会社 51
軟化温度が高い合成アルキルシリコー
ンワックス

クラリアント・インターナシヨ
ナル・リミテッド

20 変性光触媒分散ポリッシュ 旭化成ケミカルズ株式会社 52
車両用艶出しおよび保護剤、並びに
洗車方法

株式会社ウイルソン

21 フロアポリッシュ組成物 ユーホーケミカル株式会社 53 カーポリッシュ
旭化成ワッカーシリコーン株
式会社

22
樟脳油組成物とそれを使用した有害
生物忌避剤、艶出し剤、蝋燭及び樟脳
油由来の刺激臭を改善する方法

野口　義勝 54 ワックス－金属石鹸複合乳化分散体 サンノプコ株式会社

23 樹脂ワックス皮膜剥離剤組成物 株式会社リンレイ 55 洗車用水性ワックス剤 石原薬品株式会社

24 床用艶出し剤 積水化学工業株式会社 56 酸化ポリオレフィンワックス
ビーエーエスエフ　アクチェ
ンゲゼルシャフト

25 床用艶出し材及び床用艶出し機 日本バイリーン株式会社 57
ポリエチレンワックス成分を含む溶剤含
有ペースト

ビーエーエスエフ　アクチェ
ンゲゼルシャフト

26
エチレン三元共重合体ワックス、その
製造法および使用法

ビーエーエスエフ　アクチェ
ンゲゼルシャフト

58
ポリアンモニウム－ポリシロキサン化合
物、それらの製造法及び使用法

ジーイー・バイエル・シリ
コーンズ・ゲゼルシヤフト・ミ
ツト・ベシユレンクテル．．．

27 硬化塗膜の形成方法 株式会社　玄技術研究所 59
ポリシロキサンポリマー、それらの製造
法及びそれらの使用

ジーイー・バイエル・シリ
コーンズ・ゲゼルシヤフト・ミ
ツト・ベシユレンクテル．．．

28 ワックス組成物の製造方法 花王株式会社 60
モノ－もしくはポリ－第４級ポリシロキサ
ン

ジーイー・バイエル・シリ
コーンズ・ゲゼルシヤフト・ミ
ツト・ベシユレンクテル．．．

29
エチレン３元共重合体、その製造方法
及びその使用方法

ビーエーエスエフ　アクチェ
ンゲゼルシャフト

61 床洗浄剤および光沢向上剤
ジョンソンディバーシー・イ
ンコーポレーテッド

30 木製製品の艶出し用クロス
株式会社ソフト９９コーポ
レーション

62
研磨組成物におけるシリコーン系界面
活性剤の使用

スリーエム　イノベイティブ
プロパティズ　カンパニー

31 畳表面艶出し用クロス
株式会社ソフト９９コーポ
レーション

63
ペンダントフッ素化炭素基を有する環
状モノマー由来のポリマー界面活性剤

オムノバ　ソリューソンズ　イ
ンコーポレーティッド

32 液体塗布容器 シーシーアイ株式会社 以下２点省略
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