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1
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 35
床面の維持管理方法及びそれに用い
る皮膜除去剤組成物

ジョンソン・プロフェッショナ
ル株式会社

2 硬表面用洗浄剤組成物
ジョンソン・プロフェッショナ
ル株式会社

36
抗菌組成物、抗菌製品、及びそれらを
使用する方法

ザ　プロクター　アンド　ギャ
ンブル　カンパニー

3 洗浄剤組成物 石原薬品株式会社 37
アレルゲンの制御及び除去のための
清浄剤

キンバリー　クラーク　ワー
ルドワイド　インコーポレイ
テッド

4 清掃用ウエットシート 花王株式会社 38 住居用洗浄剤 熊野油脂株式会社

5 アレルゲン低減化剤 積水化学工業株式会社 39 硬表面用洗浄剤組成物
ジョンソン・プロフェッショナ
ル株式会社

6 自動洗浄機用粉粒状洗浄剤組成物
ティーポールディバーシー
株式会社

40
清浄用皮膜形成剤及びこれを用いた
清浄方法

ライオン株式会社

7 液体殺菌洗浄剤組成物
ティーポールディバーシー
株式会社

41
液状洗浄剤組成物およびそれを用い
た洗浄方法

株式会社ミズホケミカル

8 防汚洗浄剤組成物
ジョンソン・プロフェッショナ
ル株式会社

42 抗菌性洗剤組成物 高麗　寛紀

9 アレルゲン除去剤 花王株式会社 43 アレルゲン低減化剤 花王株式会社

10 洗浄剤とその洗浄剤原液及び浄化剤 保原　富子 44 除菌消臭洗浄剤 三洋化成工業株式会社

11
樹脂が被覆された床面に付着したス
リップ痕用除去剤

マークテック株式会社 45 床ワックス剥離廃液処理方法 株式会社グンビル

12 殺微生物組成物
ローム　アンド　ハース　カ
ンパニー

46 硬質表面用洗浄剤組成物 花王株式会社

13 殺微生物組成物
ローム　アンド　ハース　カ
ンパニー

47 研磨剤含有洗浄剤 旭化成ケミカルズ株式会社

14 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

48 つや出し清掃物品 花王株式会社

15
床面用洗浄剤組成物およびそれを用
いた床面洗浄方法

ジョンソン・プロフェッショナ
ル株式会社

49 強アルカリ性洗浄剤組成物 株式会社友和

16 フロアポリッシュ除去剤組成物 ユーホーケミカル株式会社 50 銀系化合物含有ハウスダスト処理剤 ライオン株式会社

17
清掃方法およびそれに用いる洗浄剤
溶液

ジョンソン・プロフェッショナ
ル株式会社

51
凝集性液体組成物、ハウスダスト除去
剤、共力剤及び殺虫剤

アース製薬株式会社

18 洗浄剤 山中　直行 52 アレルゲン失活剤 フマキラー株式会社

19 床用洗浄つや出し剤組成物 花王株式会社 53
樹脂ワックス皮膜層の剥離剤組成物お
よびその剥離方法

株式会社リスダンケミカル

20 住居用洗浄剤組成物 ライオン株式会社 54 水性シャンプー兼撥水コート組成物 石原薬品株式会社

21 住居用洗浄剤物品及び洗浄方法 ライオン株式会社 55 アレルゲン低減化剤 積水化学工業株式会社

22 ハウスダスト除去用分散液 フマキラー株式会社 56
樹脂ワックス皮膜層などの除去剤組成
物およびその除去方法

株式会社リスダンケミカル

23 硬表面用中性洗浄剤組成物
ティーポールディバーシー
株式会社

57 床磨き剤組成物
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…

24 アレルゲン低減化方法 花王株式会社 58 局所適用される抗菌カーペット処理剤 ミリケン・アンド・カンパニー

25 硬表面洗浄剤組成物 ライオン株式会社 59
バイリキッドフォーム処理液体で含浸さ
れた拭き取り布

エス．シー．　ジョンソン　ア
ンド　サン、インコーポレイ
テッド

26
固体清浄具用液体組成物、固体清浄
具および容器入り清浄用品

ライオン株式会社 60 ＶＯＣフリー塗膜剥離剤
ヴィーオーシー・フリー　イ
ンコーポレイテッド

27 住居用洗浄剤組成物 ライオン株式会社 61
アレルゲン低減化剤、及びそれを含有
する組成物、並びにアレルゲン低減化
方法

ライオン株式会社

28 アレルゲン除去剤 花王株式会社 62
住居用洗浄剤組成物およびハウスダス
ト除去方法

ライオン株式会社

29 床用清掃シート 花王株式会社 63 高洗浄力の研磨材含有洗浄剤 旭化成ケミカルズ株式会社

30 濃縮中性洗浄剤組成物
ティーポールディバーシー
株式会社

64
抗アレルゲン性界面活性剤、それを利
用した物品及び清掃用繊維製品

株式会社ダスキン

31 液体洗浄剤用添加剤 株式会社日本触媒 65 硬表面用除菌洗浄剤組成物
ディバーシー・アイピー・イ
ンターナショナル・ビー・ヴ
イ

32 剥離剤組成物およびその製造方法
スイショウ油化工業株式会
社

66 アルカリ性洗浄剤組成物 株式会社友和

33 タイル床の防滑 株式会社Ｔ・Ｂ・Ｇ 67 フロアポリッシュ剥離剤 ユシロ化学工業株式会社

34 効率的な洗浄方法 旭化成ケミカルズ株式会社 68 フロアポリッシュ剥離剤 ユシロ化学工業株式会社
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