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1 抗菌性組成物およびその製造方法 松下電器産業株式会社 34 器具容器材 日本油脂株式会社

2 ハエ類の誘引剤 三共株式会社 35
生鮮食料品の鮮度保持剤及びその製
造方法並びに生鮮食料品の鮮度保持
方法

株式会社タケックス

3 畜肉加工食品用抗菌剤 日本油脂株式会社 36 脱臭板及びその製造方法 株式会社タケックス

4 外用脱臭除菌剤 道倉　雅利 37
消臭剤及びその製造方法並びに臭気
の除去方法

株式会社タケックス

38 消臭剤
ジャパンライトサービス
株式会社

5 ハエ類の誘引剤 三共株式会社 39 抗アレルギー剤 日本油脂株式会社

6
竹微粉末、超微粉末の製造方法及び
脱臭抗菌剤

竹泉産業株式会社 40
生鮮野菜、果実及び生花の鮮度保持
剤及びその製造方法並びに鮮度保持
方法。

株式会社タケックス

7 魚類腹腔部用充てん材 三ツ矢精染株式会社

8 生鮮食品用包装材 三ツ矢精染株式会社 41 育毛枕 コーワ株式会社

9 脱臭剤 積水化学工業株式会社 42
撥水消臭加工用組成物およびその用
途

旭硝子株式会社

10 自動車の有害排出ガス除去方法 株式会社コーケン 43
竹の生成成分を抽出する抽出方法及
びその抽出液と竹のお茶

橋本　清文

11 有機高分子材料からなる化学製品 株式会社コーケン 44 蓄冷剤 ロンケミカル株式会社

12
有機高分子材料からなる建築産業用
製品

株式会社コーケン 45 食塩の製造方法 大山　達英

13 無機材料からなる建築産業用製品 株式会社コーケン 46 抗菌・抗藻性高分子材料組成物 株式会社長野三洋化成

14
自動車の有害排出ガス除去方法及び
除去用フィルタ

株式会社コーケン 47 土壌調整剤
有限会社サンアートエク
ステリア

15
有機高分子材料からなる産業用材料
及びその製品

株式会社コーケン 48 食品類搬送用樹脂ベルト バンドー化学株式会社

16 油 株式会社コーケン

17 内燃機関用燃料 株式会社コーケン 49 抗菌性紙 日本油脂株式会社

18 内燃機関の有害排気浄化方法 株式会社コーケン 50 食品用鮮度保持剤 北島産業有限会社

19 卵食品用抗菌剤 日本油脂株式会社 51
超音波液中作用による木竹チップ成
分抽出の蒸留酒の醸酒法

一瀬　弘光

20 有害物質除去用添加物 株式会社コーケン 52 抗菌剤 日本油脂株式会社

53 赤飯の保存性向上剤 奥野製薬工業株式会社

21 美白用化粧料組成物 サントリー株式会社

22 化粧料 山本　敏子 54
カルシウム含有活性液の製造方法及
びその製造方法で製造される．．．

ダイシンフレーム株式会
社

23 「アルコール悪酔抑制剤」 ニューマシン株式会社 55 密封要素
株式会社ディー・エイ
チ・アイ・マッハ

24 育毛料及びその製造方法 新紀産業株式会社 56 抗酸化剤組成物及びその製造方法 清岡　高敏

25 マイクロホンカバー 神戸生絲株式会社 57 食品用抗菌紙 大興製紙株式会社

26
竹エキス入り食品添加剤ならびにそ
の製造方法

東海電子熱錬株式会社 58 温泉水濃縮薬液 大塚　照實

27 火災用緊急救命器具 株式会社コーケン 59 消臭効果を有する繊維構造体 帝人株式会社

28
活性化鉱水を用いた接触反応方法お
よび装置

新紀産業株式会社 60 化粧料組成物 ラシェル製薬株式会社

61 殺菌・抗菌装置 サンデン株式会社

29 竹屑による脱臭抗菌材の製造方法 長谷川　善成 62 食品保存用製剤 奥野製薬工業株式会社

30 食塩の製造方法 大山　達英 63 殺菌・抗菌装置 サンデン株式会社

31
抗菌、抗藻性ホース、チューブまた
はまな板

株式会社長野三洋化成 64 黒鉛珪石コロイド溶液の製造方法
ダイシンフレーム株式会
社

32 身体温熱成形品 新紀産業株式会社

33 コンクリート系材料 新紀産業株式会社 65 抗クラミジア剤 株式会社遠隔医療研究所
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