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1 洗浄剤組成物 ミズ株式会社 36 液体計量分取装置
株式会社ソフト９９コーポ
レーション

2 洗浄剤 東洋理研株式会社 37 洗浄剤組成物 石原薬品株式会社

3 表面処理具 タイホー工業株式会社 38 集塵清掃具 ▲吉▼川　昌克

4 塗装面の洗浄方法 陣内　香 39 非イオン界面活性剤組成物 第一工業製薬株式会社

5 車輌用洗浄剤組成物 花王株式会社 40 清掃用ウエットシート 花王株式会社

6 洗浄剤組成物 ユシロ化学工業株式会社 41 車両用洗浄剤 株式会社ウイルソン

7 研磨洗浄用エアゾール製品 東洋製罐株式会社 42 拭き取り用クロス
株式会社ソフト９９コーポ
レーション

8 洗浄方法及び自動車ボディ用洗浄材 タイホー工業株式会社 43 洗浄用溶剤 日華化学株式会社

9 クリーニング剤及びクリーニング方法
独立行政法人産業技術総
合研究所

44 油膜除去剤
株式会社ソフト９９コーポ
レーション

10
ゲル状の酸性洗浄剤及びその製造方
法

江尻　仲二 45 ウロコ状固着物除去剤及び除去方法 タイホー工業株式会社

11 ガラス用洗浄剤組成物 ライオン株式会社 46 洗浄剤組成物 株式会社ミズホケミカル

12 湿潤ワイパー 旭化成株式会社 47 シート用洗剤及びシートの洗浄方法 本田技研工業株式会社

13 塗装面の二液性洗浄艶出し剤 株式会社ウイルソン 48 洗浄具 花王株式会社

14 洗浄剤 日本乳化剤株式会社 49
ガラス表面の雨染み・ウロコ状固着物
の除去剤

日本ケミカル工業株式会社

15 油膜除去剤及び油膜除去方法 タイホー工業株式会社 50
乗り物用洗浄剤組成物及び該洗浄剤
組成物を用いた乗り物の洗浄方法

株式会社タニ

16 狭部専用クリーニング用品 中原　豊寿 51 洗浄装置 本田技研工業株式会社

17 洗浄剤組成物 石原薬品株式会社 52
洗浄剤組成物、その容器、及び洗浄
用品

株式会社アイ・ディー・エム

18
洗濯・洗浄殺菌水の生成方法とその装
置

株式会社オメガ 53
車両用艶出しおよび保護剤、並びに
洗車方法

株式会社ウイルソン

19

高分子化合物、洗浄剤組成物、防汚
剤組成物及び洗浄性防汚剤組成物、
並びに洗浄物品、防汚物品及び洗浄
性防汚物品

ライオン株式会社 54
車体用スプレー洗浄剤及び車体のス
プレー洗浄方法

井上　真也

20 カーエアコン洗浄剤 石原薬品株式会社 55 洗車用水性ワックス剤 石原薬品株式会社

21 清掃用具
ビタクラフトジャパン株式会
社

56 表面の洗浄方法
ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

22
油膜除去用塗擦材および油膜除去用
塗擦具

タイホー工業株式会社 57 清浄化組成物、製造法及び使用法
イーコラブ　インコーポレイ
ティド

23 洗浄剤組成物 石原薬品株式会社 58
ブレーキクリーナ組成物およびそれを
使用する方法

スリーエム　イノベイティブ
プロパティズ　カンパニー

24 洗車用洗剤
エス．シー．　ジョンソン　ア
ンド　サン、インコーポレイ
テッド

59 エンジンクリーナ組成物
スリーエム　イノベイティブ
プロパティズ　カンパニー

25 洗浄剤組成物
ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

60
車両の表面を洗浄及び／又は処理す
るためのシステム並びに方法

ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

26
エポキシド化されたニトリルからの化合
物、その生成および洗剤としての使用

アクゾ・ノーベル・ナムロー
ゼ・フエンノートシャップ

61
硬質表面を改質するための被覆及び
その適用方法

ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

27
複合有機または油性汚れ除去のため
の洗剤組成物

イーコラブ　インコーポレイ
ティド

62
乗り物の洗浄剤、乗り物の洗浄方法及
び乗り物の洗浄装置

株式会社タニ

28
水溶性又は水分散性コポリマーを含む
清浄用組成物

ロディア・シミ

29
硬質表面を処理するための両性重合
体の使用法

ロディア・シミ

30
マイクロエマルション洗浄組成物及び
物品から疎水性の汚れを除去する方
法

イーコラブ　インコーポレイ
ティド

31 洗浄組成物
ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

32 車拭き取り素材 株式会社ブリヂストン

33 水改質材 柴田陶器株式会社

34 防食効果を有する洗浄剤組成物 大三工業株式会社

35
ワイパー用組成液およびウェットワイ
パー

旭化成ケミカルズ株式会社 以上６２点収録
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