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1
光触媒コーティング組成物及びその製
造方法

住友大阪セメント株式会社 1
光触媒粉体及びスラリーならびに該粉
体を含む重合体組成物、塗工剤、光
触媒機能性成形体．．．

昭和電工株式会社

2 光触媒含有塗膜積層構造 エスケー化研株式会社 2
コーティング組成物およびその製造方
法

ジェイエスアール株式会社

3 光触媒含有塗膜積層構造 エスケー化研株式会社 3 光触媒性コーティング剤 株式会社豊梱

4 光触媒機能を有する樹脂塗料組成物 宇田川　礼子 4
固定化光触媒とその固定化光触媒の
製造方法及びこれに用いる光触媒塗
布液

大阪市

5 光触媒の透明膜塗布方法 徳永　大輔 5 二酸化チタン被膜形成用塗布液 伊藤忠セラテック株式会社

6
光触媒用酸化チタン塗膜形成性組成
物及びその製法

コルコート株式会社 6
酸化チタン、それを用いてなる光触媒
体および光触媒体コーティング剤

住友化学工業株式会社

7 水性塗料組成物およびその塗装膜 東陶機器株式会社 7
酸化チタン膜形成用塗布剤、酸化チタ
ン膜形成方法及び光触媒

関西ペイント株式会社

8 塗料組成物および該塗膜被覆物品 東陶機器株式会社 8 コーティング方法及びコーティング材
鎌田バイオ・エンジニアリン
グ株式会社

9
水性の光触媒性親水性組成物、光触
媒用水性プライマー及び、それらを用
いた光触媒性親水性複合材

東陶機器株式会社 9 機能性材料 株式会社エルブ

10 親水性鏡及びその製造方法 東陶機器株式会社 10 光触媒を担持してなる構造体 日本曹達株式会社

11
光触媒性親水性塗料組成物及び光触
媒性親水性塗膜

東陶機器株式会社 11 撥水性材料及び塗料 タイホー工業株式会社

12
光触媒性着色被覆物品および該被覆
用着色プライマー塗料組成物

東陶機器株式会社 12 空気浄化フィルター及びその製造方法 関西ペイント株式会社

13 吸湿性コーティング組成物 東陶機器株式会社 13 触媒含有機能材およびその製造方法 レンゴー株式会社

14 光触媒コートポリエステルフィルム 東陶機器株式会社 14 光触媒膜形成用液状組成物 帝国化学産業株式会社

15
コーティング組成物、親水性被膜、及
び親水性被膜を有する被覆物品

旭化成工業株式会社 15 機能性酸化チタンコーティング水溶剤 有限会社太陽製作所

16
建物外壁、建物外壁用構造要素及び
建物外壁用コーティング材

東陶機器株式会社 16 塗料組成物 大塚化学株式会社

17
コーティング組成物、疎水性被膜、及
び疎水性被膜を有する被覆物品

旭化成工業株式会社 17
排気ガス除去用コーティング材、その
塗装方法、およびそれを用いた排気ガ
ス除去用塗装品

松下電工株式会社

18
コーティング組成物、及び疎水性膜を
有する被覆物品

旭化成工業株式会社 18 透明光触媒用塗料組成物 シーアイ化成株式会社

19 親水化塗料及び親水化処理物 株式会社資生堂 19 光触媒を固定する方法および組成物 日本山村硝子株式会社

20
耐傷付き性に優れた光触媒被覆複合
部材

日新製鋼株式会社 20
親水性被膜形成用コーティング液とそ
の製造及び使用方法

三菱マテリアル株式会社

21
光触媒性親水性コーティング組成物及
び該組成物を用いた光触媒性親水性
複合材の製造

東陶機器株式会社 21
光触媒機能を有する耐久シート体及び
その製造方法

セーレン株式会社

22
光触媒塗料組成物、光触媒性塗膜、
該塗膜被覆物品および該塗膜形成方
法

東陶機器株式会社 22 顔料分散ペースト 株式会社日本触媒

23
高耐久性光触媒膜付き基材およびそ
の製造方法

セントラル硝子株式会社 23
水性塗料組成物、光触媒性水性塗料
組成物、及びこの光触媒性水性塗料
組成物を塗布した．．．

東陶機器株式会社

24
酸化チタン、それを用いてなる光触媒
体及び光触媒体コーティング剤

住友化学工業株式会社 24
自己浄化性塗料組成物、自己浄化性
部材および自己浄化性塗料組成物の
塗布方法

東陶機器株式会社

25
車両用コーティング組成物、硬化体お
よび車両への塗膜の形成方法

ジェイエスアール株式会社 25
光半導体金属－有機物質混合体、光
半導体金属含有組成物、光触媒性被
膜の製造法及び光触媒性部材

日立化成工業株式会社

26 光触媒性親水性部材 東陶機器株式会社 26 二酸化チタン被膜の形成法 セントラル硝子株式会社

27
酸化チタンコーティング液および酸化
チタンコーティング膜の形成方法

日本パーカライジング株式
会社

27 光触媒層の形成方法 日本曹達株式会社

28 プライマー組成物及び光触媒体 チタン工業株式会社 28 光触媒性塗膜形成組成物 東陶機器株式会社

29
ＮＯｘ浄化用光触媒塗料およびその塗
膜の形成方法

日本パーカライジング株式
会社

29
親水性部材、その製造方法、およびそ
の製造のためのコーティング剤

東陶機器株式会社

30 外壁用建材 東陶機器株式会社 30 親水性部材およびその製造方法 東陶機器株式会社

31
光触媒の透明膜形成装置及び光触媒
の透明膜を有する製品

横尾　敏 31 光触媒体およびその製造方法 オキツモ株式会社

32 光触媒性親水性コート剤 東陶機器株式会社 32 光触媒性コーティング組成物 東陶機器株式会社
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