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1
型押しモルタル用離型材及び型押し
着色模様床の施工方法

株式会社エービーシー商
会

35
コンクリート型枠用塗装合板の製造方
法

日本油脂ビーエーエスエフ
コーティングス株式会社

2 コンクリート成形用水分散型剥離剤 入村　正 36 塗装型枠合板の製造方法
日本油脂ビーエーエスエフ
コーティングス株式会社

3 塗装型枠合板の製造方法
株式会社ホーネンコーポ
レーション

37
複合体、該複合体からなる塗膜で被覆
された基材、塗膜付き基材の製造方法

中国塗料株式会社

4 保護膜付コンクリート製品 菊水化学工業株式会社 38
膜状体の形成方法および複層膜状体
の形成方法

日本ペイント株式会社

5
非粘着性コーティング用組成物および
コーティング方法

株式会社日板研究所 39 剥離しにくい表面処理剤 株式会社日本触媒

6 硬化性組成物及び塗料 日立化成工業株式会社 40
電子線硬化積層塗膜の形成方法、そ
の方法で形成された塗膜およびその
塗膜で被覆された基材

中国塗料株式会社

7 コンクリート剥離用塗料 三井東圧化学株式会社 41 水溶性コンクリート離型剤
コスモ石油ルブリカンツ株
式会社

8 コンクリート剥離用塗料 三井東圧化学株式会社 42
面側に模様形状を有するコンクリート
製品の製造方法及びその製造用型

鶴田製作株式会社

9
コンクリート型枠用熱硬化性ポリウレタ
ンエラストマー組成物およびコンクリー
ト型枠

武田薬品工業株式会社 43
４フッ化エチレン系フッ素樹脂塗料を
用いた塗装方法

株式会社浅見製作所

10 コンクリート型枠 ファインポリマー株式会社 44 コンクリート製品の製造方法 花王株式会社

11 コンクリート型枠剥離剤 藤井　直 45 水分散型離型剤組成物 井村　健治

12 建材用複合材 ダイキン工業株式会社 46 型枠用離型剤および型枠 旭化成株式会社

13 耐候性複合材 ダイキン工業株式会社 47 コンクリート型枠用塗装合板
大日本インキ化学工業株式
会社

14 撥水性複合材 ダイキン工業株式会社 48 コンクリート型枠用離型剤 旭化成株式会社

15
コンクリート離型剤組成物及びその使
用方法

フジ物産株式会社 49 基材用表面補修剤とその硬化物 旭化成株式会社

16 コンクリート型枠用塗料組成物
大日本インキ化学工業株式
会社

50 コンクリート型枠用樹脂版 旭化成株式会社

17 水溶媒離型剤 松下電工株式会社 51 コンクリート型枠用樹脂版 旭化成株式会社

18 コンクリート型枠 アキレス株式会社 52
板状物の木口用塗料組成物及びその
塗装方法

株式会社ホーネンコーポ
レーション

19
コンクリート型枠用熱硬化性ポリウレタ
ンエラストマーおよびコンクリート型枠

武田薬品工業株式会社 53 型枠用表面処理剤および型枠 株式会社寺田

20 コンクリートの製造方法 花王株式会社 54 コンクリートの型枠養生材 鹿島建設株式会社

21 コンクリート型枠 株式会社浅見製作所 55 コンクリート型枠用シリコーン離型剤 旭化成ケミカルズ株式会社

22
コンクリートの成型方法及びそのコンク
リート型枠

株式会社徳利 56 コンクリート型枠用樹脂版 旭化成ケミカルズ株式会社

23
コンクリート、モルタル又はセメント製の
成形部品を成形し且つこの成形部品
をシリコーン樹脂によって…

ロディア　シミ 57 コンクリート型枠 積水化成品工業株式会社

24 コンクリート離型剤 日本油脂株式会社 58 光硬化型コンクリート離型性塗料 新日本理化株式会社

25 コンクリート用型枠離型剤 石川ミルコン株式会社 59
コンクリート養生用防錆離型剤およびこ
れを用いた養生方法

積水化成品工業株式会社

26
水硬性無機質材料用内添離型剤組成
物及び無機質硬化体の製造方法

一方社油脂工業株式会社 60 ポリマーコンクリート組成物 花王株式会社

27 コンクリート離型剤 花王株式会社 61 感光性樹脂板の製造方法 旭化成ケミカルズ株式会社

28
コンクリート成形物用水分散型光触媒
組成物、光触媒能を有するコンクリート
成形物、および同コンクリート成形物…

株式会社ミルコン 62 セメント型枠用剥離剤 中外商工株式会社

29
無機質成形体表面用凝結遅延剤およ
び無機質成形体の製法

株式会社クラレ 63 コンクリート型枠の再利用方法 鹿島建設株式会社

30
無機質成形体表面用凝結遅延剤およ
び無機質成形体の製造方法

株式会社クラレ 64
水硬性組成物硬化体の黒ずみ防止用
添加剤

花王株式会社

31
無機質成形体表面用凝結遅延剤およ
び無機質成形体の製造方法

株式会社クラレ

32
無機質成形体表面用凝結遅延剤およ
び無機質成形体の製法

株式会社クラレ

33
水硬性無機質材料用水性離型剤組成
物

一方社油脂工業株式会社

34
木質系コンクリート型枠用剥離塗料及
び該塗料を塗装した型枠

株式会社ホーネンコーポ
レーション 以下２１点省略
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