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1 液体洗浄剤組成物 花王株式会社 31 除菌洗浄剤 四国化成工業株式会社

2 粒状洗浄剤組成物 花王株式会社 32 医療器具用洗浄剤組成物 花王株式会社

3 医療器具用洗浄剤組成物 花王株式会社 33
油性成分用洗浄除去剤およびこれを
使用した洗浄方法

テクノガード株式会社

4
塗布洗浄用液体洗浄剤組成物、製品
および洗浄方法

ライオン株式会社 34 洗浄剤およびそれを用いた洗浄方法 菊水化学工業株式会社

5
人工透析機器の消毒・洗浄剤組成物、
および人工透析機器の消毒・洗浄方
法

株式会社アルクス 35 飲食品の製造ラインの洗浄方法
株式会社アデカクリーンエ
イド

6
食品製造設備における被洗浄物の殺
菌洗浄方法

大三工業株式会社 36 洗浄方法および洗浄剤 大岡　稔

7 抗菌剤 旭電化工業株式会社 37 除菌洗浄剤組成物 アムテック株式会社

8
食肉処理・加工産業における微生物
制御対策に用いる殺菌剤

大原　三郎 38 抗菌剤および抗菌組成物 ライオン株式会社

9 手消毒洗浄剤 ディパク　ナルラ 39 抗菌剤及び抗菌液体洗浄剤組成物 花王株式会社

10 液体洗浄剤組成物 花王株式会社 40
新規ソフォラフラバノンＧ－５－メチル
エーテル系化合物、ならびに・・・

ライオン株式会社

11 液体洗浄剤組成物 花王株式会社 41 殺菌性皮膚洗浄剤組成物 ライオン株式会社

12 液体殺菌洗浄剤組成物
ジョンソン・プロフェッショナ
ル株式会社

42 防腐剤 花王株式会社

13 水溶液の腐敗を抑制する方法 花王株式会社 43 液体洗浄剤組成物 花王株式会社

14 抗菌液体洗浄剤 花王株式会社 44 洗浄剤組成物 花王株式会社

15 殺菌洗浄剤組成物 花王株式会社 45 ＣＩＰ用洗浄剤組成物 花王株式会社

16 硬質表面洗浄剤組成物 サラヤ株式会社 46
ＣＩＰ洗浄剤組成物およびそれを用い
た洗浄方法

大三工業株式会社

17 塗布洗浄用液体洗剤製品 ライオン株式会社 47 ポリフェノール類を含有する抗菌剤 三井化学株式会社

18
第四アンモニウム塩化合物を担持させ
た抗菌性層状珪酸塩

東亞合成株式会社 48 消泡剤組成物 三洋化成工業株式会社

19
食品製造設備の洗浄に用いられる抑
泡性アルカリ洗浄剤の安定化処理方
法

大三工業株式会社 49 殺菌洗浄剤組成物
株式会社上野製薬応用研
究所

20
食品製造工程における微生物殺菌剤
ならびに可食性洗浄剤。

大原　昭子 50 ＣＩＰ用洗浄剤組成物 花王株式会社

21 手指用殺菌洗浄剤組成物
ジョンソン・プロフェッショナ
ル株式会社

51 ＣＩＰ用洗浄剤組成物 花王株式会社

22 殺菌洗浄剤組成物 花王株式会社 52 ＣＩＰ用洗浄剤組成物 花王株式会社

23
洗浄剤組成物及び除菌・洗浄力評価
方法

ライオン株式会社 53 ＣＩＰ用洗浄剤組成物 花王株式会社

24
人工透析機用殺菌洗浄剤及び人工透
析機洗浄方法

旭電化工業株式会社 54 ＣＩＰ用洗浄剤組成物 花王株式会社

25 医療機器用殺菌洗浄剤 花王株式会社 55 硬表面用液体洗浄剤組成物 ライオン株式会社

26 殺菌洗浄剤組成物 花王株式会社 56 洗剤および消毒剤
ディプローム・インジェニエ
ア・トーンハウザー・ゲー・・・

27 除菌性洗剤組成物 日宝化学株式会社 57
クリーニング組成物およびその使用方
法

ジョンソンディバーシー・イ
ンコーポレーテッド

28 水循環路洗浄方法 東西化学産業株式会社 58
酸化エチレン／酸化プロピレンブロック
共重合体界面活性剤を含む硬質・・・

エス．シー．　ジョンソン　ア
ンド　サン、インコーポレイ
テッド

29
新規なビス第四アンモニウム塩化合物
及びその製造方法

東亞合成株式会社 59
酸化剤ベースの処方物を用いるプリオ
ンに感染した物質で汚染された表面の
汚染除去

ステリス　インコーポレイテッ
ド

30
新規な第四アンモニウム塩化合物及
びその製造方法

東亞合成株式会社 以下９点省略
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