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1 光劣化からの自動車塗膜保護組成物
株式会社ソフト９９コーポ
レーション

31 洗浄剤組成物 ユシロ化学工業株式会社

2
撥水・撥油剤、つや出し剤、固化剤ま
たは滑剤

日清オイリオ株式会社 32
ソープフリー型ワックスエマルジョンの
製造方法

コニシ株式会社

3
カチオン系乳化剤を含有する金属表
面用艶出し剤及びその中に含有される
カチオン系乳化剤

アウシモント、ソチエタ、ペ
ル、アツィオーニ

33 カルナウバシリコーンワックス 信越化学工業株式会社

4
パラフィンワックス組成物とこれを含浸
させたウェットワイパー

旭化成株式会社 34 抗菌剤 三洋化成工業株式会社

5
撥水・撥油剤、つや出し剤、固化剤ま
たは滑剤

日清オイリオ株式会社 35 車両のコート剤 株式会社紅三

6 床用水性ウレタン樹脂組成物 三井化学株式会社 36 フロアーポリッシュ組成物 ユーホーケミカル株式会社

7 表面処理用製品
ミネソタ　マイニング　アンド
マニュファクチャリング　カン
パニー

37
床用ワックス除去剤及び床用ワックス
除去方法

株式会社アサヒペン

8
水性樹脂分散体及びその製造方法並
びに用途

東亞合成株式会社 38 水性塗料組成物 関西ペイント株式会社

9 塗装面の保護艶出し剤 スズキ株式会社 39 親水化ワックス組成物 ダイキン工業株式会社

10 コーティング剤 触媒化成工業株式会社 40
車両用のコーティング剤の製造方法お
よび車両表面のコーティング

岩田　元吉

11 フロアーポリッシュ用組成物
ジョンソン・プロフェッショナ
ル株式会社

41
改良された隠蔽性を有するコーティン
グ、それにより調製された組成物、およ
びそれを調製する方法

ローム　アンド　ハース　カ
ンパニー

12
新規コーティング剤、コーティング剤の
安定化剤及び安定なコーティング剤を
得る方法

横浜油脂工業株式会社 42
床上に塗布された通称樹脂ワックスや
塗料等の塗膜厚、汚れ具合等を測定
するための用具及び．．．

株式会社万立

13 シリコンエマルジョン組成物 株式会社イーグルスター 43 水性コーティング組成物 信越化学工業株式会社

14 車両の艶出し方法 タケウチテクノ株式会社 44 塗装面の二液性洗浄艶出し剤 株式会社ウイルソン

15 水性光沢復元剤 コニシ株式会社 45 水性硬表面用撥水コート剤 石原薬品株式会社

16
水性分散型コーティング剤と粉体顔料
とを含有してなる塗料組成物の製造方
法

ウインテック株式会社 46 床用水性被覆組成物
大日本インキ化学工業株式
会社

17 車両塗装面用被膜剤 旭硝子株式会社 47
光沢復元剤組成物原液、及び光沢復
元剤組成物

ユシロ化学工業株式会社

18 表面処理具 タイホー工業株式会社 48
鱗片状シリカ粒子を含有する硬化性組
成物の製造方法

旭硝子株式会社

19
鱗片状シリカ粒子を含有する硬化性組
成物の製造方法

洞海化学工業株式会社 49 ヤニ汚れ洗浄用組成物 小林製薬株式会社

20 表面処理方法 タイホー工業株式会社 50
フロアーポリッシュポリマー塗料剥離方
法及びその装置

合資会社アストロキッズ総
合企画

21
複合粒子、その分散体、分散体の製造
方法、およびコーティング材

ジェイエスアール株式会社 51
艶出し用パッド及びそれを備える艶出
し機並びに艶出し用パッドの使用方
法。

東洋クッション株式会社

22 水性複合体粒子組成物
ローム　アンド　ハース　カ
ンパニー

52 自動車用艶出しクロス 石原薬品株式会社

23 フロアーポリッシュ組成物 ユーホーケミカル株式会社 53 フッ素系界面活性剤組成物
大日本インキ化学工業株式
会社

24 車両の艶出し方法 タケウチテクノ株式会社 54 水性塗料用防汚剤 共栄社化学株式会社

25
シリル化ウレタン系速硬化型水性組成
物及び該水性組成物を含有する水性
接着剤並びに水性コーティング剤

コニシ株式会社 55 水性防汚樹脂組成物 関西ペイント株式会社

26
シリル化ウレタン系速硬化型水性組成
物及び該水性組成物を含有する水性
接着剤並びに水性コーティング剤

コニシ株式会社 56 天然塗料及びその製造方法 株式会社セラリカ野田

27 水性分散液 株式会社クラレ 57 水性被覆組成物 三井化学株式会社

28 界面活性剤およびその製造方法 旭電化工業株式会社 58
粗米ぬかワックスの品質改良および漂
白工程

カウンシル・オブ・サイエン
ティフィック・アンド・インダス
トリアル・リサーチ

29 水性ポリウレタン樹脂 荒川化学工業株式会社 59 フッ素系界面活性剤組成物
大日本インキ化学工業株式
会社

30
無機ポリマー組成物、その製造方法、
それを用いた無機コーティング剤、及
び塗装品。

積水化学工業株式会社 60 硬化塗膜形成方法 株式会社　玄技術研究所
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