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1 撥水撥油剤組成物 スリーエム　カンパニー 32
シランで変性された床仕上げ剤ビヒク
ル

ローム　アンド　ハース　カ
ンパニー

2
建築用木材の表面処理方法および建
築用木材

株式会社セラリカ野田 33
ジェル状の塗装面の撥水性つや出し
剤

株式会社ソフト９９コーポ
レーション

3 皮革用クリーム及びその製造方法 雲雀　忠雄 34 ワックス組成物 出光興産株式会社

4
日焼け防止効果を有する白木用ワック
ス

ユカロン株式会社 35
清浄コート剤、およびこれを用いた清
浄コート用品

日進商事株式会社

5 硬質表面用艶出し洗浄剤物品 花王株式会社 36
可はく離性床コーティング並びに該
コーティングの形成方法

株式会社ダスキン

6 床用処理剤 花王株式会社 37
天然ワックス及びこれを用いた化粧付
き吸放湿材

松下電工株式会社

7 床用処理剤 花王株式会社 38 車両用防汚コーティング剤
株式会社ソフト９９コーポ
レーション

8 光沢復元剤組成物 ユシロ化学工業株式会社 39 車両表面用コーティング剤組成物
株式会社パーカーコーポ
レーション

9
フロアーポリッシュ用基材の製造方法
及び該基材を含有する水性フロアーポ
リッシュ組成物

ユーホーケミカル株式会社 40 ポリロタキサン含有塗膜補修用ワックス 日産自動車株式会社

10 樹脂用艶出し保護剤
株式会社ソフト９９コーポ
レーション

41
車両表面のワックス処理方法、それに
使用する洗浄剤およびワックス組成物

株式会社パーカーコーポ
レーション

11
床用粘着フィルムおよびそれを用いた
床構造体、並びにその床面の維持管
理方法

ジョンソンディバーシー株式
会社

42 ワックスコポリマーおよびそれの用途
クラリアント・プロドゥクテ・（ド
イチュラント）・ゲゼルシャフ
ト・ミト・ベシュレンクテル…

12 床用艶出し剤 積水化学工業株式会社 43 ワックス助剤
ＤＯＷＡホールディングス株
式会社

13 フロアーポリッシュ用組成物
ジョンソンディバーシー株式
会社

44
洗浄撥水剤液体組成物、及び該製造
方法。

有限会社ヨシノ洗化研究所

14 艶出し剤 シーシーアイ株式会社 45 車両用保護艶出し剤 株式会社ウイルソン

15
ワックスの微細分散組成物および毛髪
化粧料ならびにつや出し剤

株式会社資生堂 46 滑走面用ワックスおよびその製造方法
ＤＯＷＡホールディングス株
式会社

16 皮革用洗浄艶だし剤組成物 花王株式会社 47 屋外設置物用防汚コーティング剤
株式会社ソフト９９コーポ
レーション

17
つや出し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

48 屋外設置物用防汚コーティング剤
株式会社ソフト９９コーポ
レーション

18 機能性ワックス 株式会社セラリカ野田 49 携帯用シューズクリーナー ＫＢセーレン株式会社

19 カルナウバシリコーンワックス 信越化学工業株式会社 50
鏡面処理剤組成物及びそれを用いた
鏡面の維持管理方法

ジョンソンディバーシー株式
会社

20 エマルションポリマー組成物
ローム　アンド　ハース　カ
ンパニー

51 床コーティング、滑り止め剤 株式会社Ｔ・Ｂ・Ｇ

21 ワックス分散液組成物 サンノプコ株式会社 52 保護皮膜組成物
株式会社ソフト９９コーポ
レーション

22 床面反応型凝集剤 上田　桂三 53
艶出し剤、その使用方法および住宅用
建材並びにアレルゲン不活化方法

三菱重工業株式会社

23 艶出し剤 関西ペイント株式会社 54
水分散体、表面被覆処理剤、木材処
理剤、床ワックス、風路表面処理剤、繊
維処理剤、および、塗料

出光テクノファイン株式会
社

24 フロアーポリッシュ除去剤 ユーホーケミカル株式会社 55 ワックス－殺生物剤木材処理
ローム　アンド　ハース　カ
ンパニー

25 床用処理剤 花王株式会社 56 コーティング組成物 シーシーアイ株式会社

26 艶出し剤 関西ペイント株式会社 57 表面処理剤
カーファインインターナショ
ナル株式会社

27 自動車用洗浄撥水艶出し剤 シーシーアイ株式会社 58 ポリマーワックスの剥離廃液処理方法 株式会社グンビル

28 水性重合体組成物 東亞合成株式会社 59
もろみとクロレラを用いた化粧料及び
床剤（ワックス）の製造方法

水谷　耕治

29 車両のコート剤 株式会社紅三 60
床用粘着フィルムおよびそれを用いた
床構造体、並びにその床面の維持管
理方法

ジョンソンディバーシー株式
会社

30
水性ポリマータイプフロアーポリッシュ
用の剥離剤

ジョンソンディバーシー株式
会社

61 親水性コーティング剤
株式会社ソフト９９コーポ
レーション

31
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

62 洗浄、ワックス掛け技術 土田　庄吾
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