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No,7993 〃 〃 昭.61-平.7 70点 ￥29,700
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34 トイレタンク用固形石鹸 竹田　律子

1 液体漂白洗浄剤組成物 三洋化成工業株式会社 35 抗菌剤組成物及び成形体 日本曹達株式会社

2 防臭・消臭組成物 ライオン株式会社 36 水洗トイレ用固形洗浄剤 エステー化学株式会社

3 タイル用洗浄剤 ライオン株式会社 37 漂白剤組成物 ライオン株式会社

4
水洗トイレ用芳香洗浄剤及びその製
造方法

小林製薬株式会社 38 硬表面用防汚洗浄剤組成物 ライオン株式会社

5 浄化・脱臭方法 久保田　豊秋 39 徐溶性固形組成物 小林製薬株式会社

6 トイレ洗浄用固形剤 アース製薬株式会社 40
洗浄剤の細粒と消臭芳香剤を浸透し
た用紙

尾泉　隆次

7 除菌及び消臭清浄剤組成物 ライオン株式会社 41 トイレ用防汚消臭洗浄剤組成物 大日本除蟲菊株式会社

8 硬表面防汚抗菌洗浄剤組成物 ライオン株式会社 42 液体漂白剤組成物 ライオン株式会社

9
溶解速度調節剤を利用した尿石防止
剤及びその製造方法

日本曹達株式会社 43 漂白剤組成物 ライオン株式会社

10
洗剤や界面活性剤と抗菌．防カビカ
ビ剤入りのタイル（目地）用ワック
ス．コーティング剤

阿部　達郎 44 耐薬剤性固形ハロゲン剤 エステー化学株式会社

11 衛生陶器 東陶機器株式会社 45
トイレ用洗浄剤及び水洗トイレ用便
器の洗浄法

共立製薬株式会社

12 水洗式便器 東陶機器株式会社 46 硬質表面用殺菌洗浄剤組成物 花王株式会社

13
衛生陶器及びその洗浄方法並びに衛
生陶器用洗剤

東陶機器株式会社 47
ペルオキシブリーチを含む着色酸性
水性液体組成物

ザ、プロクター、エン
ド、ギャンブル、カンパ
ニー

14
水洗トイレオンタンク用固形洗浄剤
及びその製造方法

小林製薬株式会社 48
芳香剤を含有する漂白および洗浄組
成物

ロンザ　インコーポレイ
テッド

15
水洗トイレオンタンク用固形洗浄剤
及びその製造方法

小林製薬株式会社 49 濡れ清浄製品
ザ、プロクター、エン
ド、ギャンブル．．．

16
水洗トイレオンタンク用固形洗浄剤
及びその製造方法

小林製薬株式会社 50 水洗トイレ用ゲル状洗浄剤
ヘンケル・コマンディッ
トゲゼルシャフト．．．

17
水洗トイレオンタンク用固形洗浄剤
及びその製造方法

小林製薬株式会社 51 硬質表面洗浄組成物
チャーチ　アンド　デュ
ワイト．．．

18 水洗トイレ用固形洗浄剤 小林製薬株式会社 52
便器洗浄衛生組成物およびシステ
ム、並びにその使用方法

チャーチ　アンド　ドワ
イト　カンパニー．．．

19
複合材の清浄化方法及びセルフク
リーニング性複合材機構

東陶機器株式会社 53
制菌ならびに殺菌用組成物およびそ
の使用方法

バイオベンチャーバンク
株式会社

20
タイル及びその洗浄方法並びにタイ
ル用洗剤

東陶機器株式会社 以上５３点

21
ブルーミング香料を含有するトイ
レットボール洗浄剤系

ザ、プロクター、エン
ド、ギャンブル、カンパ
ニー

22 洗剤・殺菌剤調合剤
シブロン・ケミカル・
ホールディングス・イン
コーポレーテッド

23 便所清浄用ブロックに関する改善
ユニリーバー・ナーム
ローゼ・ベンノートシ
ヤープ

24 トイレット用洗剤組成物
クエスト・インターナ
ショナル・ビー・ブイ

25
キサンタンガムを含有する酸性洗浄
組成物

モンサント・カンパニー

26 徐溶性組成物 小林製薬株式会社

27 洗浄剤及び尿石洗浄剤 ショーワ株式会社

28 微生物徐放性洗浄剤 積水化学工業株式会社

29 クリーナー アキレス株式会社

30 酸性洗浄剤。 大日本除蟲菊株式会社

31
粉末の打錠法と該方法を使用した尿
石除去剤の製法

明治薬品工業株式会社

32 尿石防止方法 日本曹達株式会社

33 トイレ洗浄用固形剤 アース製薬株式会社

日　本　特　許　公　開　　　平成１３年
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