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1
撥水性紫外線赤外線吸収ガラス及び
その製法

セントラル硝子株式会社 1
撥水性紫外線赤外線吸収ガラス及び
その製法

セントラル硝子株式会社

2 撥水被膜の形成方法 日本板硝子株式会社 2 撥水被膜の形成方法 日本板硝子株式会社

3 自動車の窓ガラス用撥水剤 タイホー工業株式会社 3 自動車の窓ガラス用撥水剤 タイホー工業株式会社

4
撥水性を有するハ－ドコ－ト組成物お
よびこれを用いた樹脂製品

市光工業株式会社 4
撥水性を有するハ－ドコ－ト組成物お
よびこれを用いた樹脂製品

市光工業株式会社

5 ゾルゲル膜及びその形成法 セントラル硝子株式会社 5 ゾルゲル膜及びその形成法 セントラル硝子株式会社

6
撥水膜用塗布液の調製法及び撥水性
ガラスの製法並びに撥水性ガラス

セントラル硝子株式会社 6
撥水膜用塗布液の調製法及び撥水性
ガラスの製法並びに撥水性ガラス

セントラル硝子株式会社

7 撥水性ガラス物品 日本板硝子株式会社 7 撥水性ガラス物品 日本板硝子株式会社

8 撥水性ガラス物品 日本板硝子株式会社 8 撥水性ガラス物品 日本板硝子株式会社

9 撥水性酸化物皮膜の形成法 セントラル硝子株式会社 9 撥水性酸化物皮膜の形成法 セントラル硝子株式会社

10
ゾルゲル膜形成用コーテイング溶液と
該ゾルゲル膜を下地層とした撥水性酸
化物被膜の形成法

セントラル硝子株式会社 10
ゾルゲル膜形成用コーテイング溶液と
該ゾルゲル膜を下地層とした撥水性酸
化物被膜の形成法

セントラル硝子株式会社

11 撥水撥油性熱線遮蔽ガラス 日本板硝子株式会社 11 撥水撥油性熱線遮蔽ガラス 日本板硝子株式会社

12 撥水性ガラスおよびその製造方法 セントラル硝子株式会社 12 撥水性ガラスおよびその製造方法 セントラル硝子株式会社

13 撥水性ガラスおよびその製造方法 セントラル硝子株式会社 13 撥水性ガラスおよびその製造方法 セントラル硝子株式会社

14 撥水性ガラスおよびその製造方法 セントラル硝子株式会社 14 撥水性ガラスおよびその製造方法 セントラル硝子株式会社

15 シリカ系膜被覆物品を製造する方法 日本板硝子株式会社 15 シリカ系膜被覆物品を製造する方法 日本板硝子株式会社

16 撥水性ガラス 日本板硝子株式会社 16 撥水性ガラス 日本板硝子株式会社

17
自動車用部分撥水ガラスおよびその
製造方法

セントラル硝子株式会社 17
自動車用部分撥水ガラスおよびその
製造方法

セントラル硝子株式会社

18 撥水性高輝度透明材 東陶機器株式会社 18 撥水性高輝度透明材 東陶機器株式会社

19 撥水性つや出し剤
ジーイー東芝シリコーン株
式会社

19 撥水性つや出し剤
ジーイー東芝シリコーン株
式会社

20 塗装面の保護艶出し剤 スズキ株式会社 20 塗装面の保護艶出し剤 スズキ株式会社

21
含フッ素化合物、その製造方法、含
フッ素重合体および撥水撥油剤組成
物

旭硝子株式会社 21
含フッ素化合物、その製造方法、含
フッ素重合体および撥水撥油剤組成
物

旭硝子株式会社

22
撥水、撥油性シリコーン樹脂微粉末及
び該微粉末の製造方法

信越化学工業株式会社 22
撥水、撥油性シリコーン樹脂微粉末及
び該微粉末の製造方法

信越化学工業株式会社

23
撥水性物品の製造方法、撥水性物品
および撥水性被膜形成用溶液

日本板硝子株式会社 23
撥水性物品の製造方法、撥水性物品
および撥水性被膜形成用溶液

日本板硝子株式会社

24 撥水撥油剤組成物 旭硝子株式会社 24 撥水撥油剤組成物 旭硝子株式会社

25
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 25
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

26 ゾルゲル膜およびその製法 セントラル硝子株式会社 26 ゾルゲル膜およびその製法 セントラル硝子株式会社

27 シリコンエマルジョン組成物 株式会社イーグルスター 27 シリコンエマルジョン組成物 株式会社イーグルスター

28
撥水撥油剤用水分散液およびその製
造方法

旭硝子株式会社 28
撥水撥油剤用水分散液およびその製
造方法

旭硝子株式会社

29 撥水処理剤 ライオン株式会社 29 撥水処理剤 ライオン株式会社

30 撥水処理剤による塗膜の形成方法 日産自動車株式会社 30 撥水処理剤による塗膜の形成方法 日産自動車株式会社

31 表面処理方法 タイホー工業株式会社 31 表面処理方法 タイホー工業株式会社

32
高分子材料用表面改質剤及びその用
途

日本油脂株式会社 32 撥水・撥油剤およびその製造方法 株式会社日鉱マテリアルズ

33 撥水性被膜とその作製方法 李　揚子 33 水系カーワックス用撥水剤組成物 サンノプコ株式会社

34
表面改質材、表面改質膜用組成物、
表面改質膜、光学部品及び表示装置

ソニー株式会社 34
エアゾール組成物及びこれを用いた滑
水被膜の形成方法

関西ペイント株式会社

35
防汚性表面処理剤及び防汚性表面処
理用組成物

ソニー株式会社 35
不飽和二重結合を含有する新規な含
フッ素共重合体組成物の塗膜形成方
法及びその塗膜

関東電化工業株式会社

36
ヒドロキシルカルビル基含有ポリオルガ
ノシロキサンの製造方法

ジーイー東芝シリコーン株
式会社

36 変性光触媒分散ポリッシュ 旭化成ケミカルズ株式会社

37
クリヤ塗料組成物及びそれを用いた複
層塗膜

日産自動車株式会社 37
超撥水性部材及び超撥水性部材形成
用超撥水剤

東陶機器株式会社

38 撥水撥油性組成物およびその造形品 旭硝子株式会社 38
保護フィルム付き撥水シート、着雪防
止用シート、及び撥水性基板の製造方
法

スリーエム　イノベイティブ
プロパティズ　カンパニー
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