
株式会社国際技術開発センター
東京都千代田区内神田１－１５－６藤井第二ビル

 ＜日本特許･実用新案明細書収録セット＞                                    ホームページ公開中！ http://www.itdc-patent.com

＊最新の特許情報が満載！

(税込価格) (本体価格)

￥２９，４００－ ￥２８，０００－

￥２９，４００－ ￥２８，０００－

￥４４，１００－ ￥４２，０００－

(本体価格)

No,9515 公開特許 平.10-平.14 71点 ￥14,200

No,10121       〃 平.14-平.18 66点 ￥23,100

No,9344       〃 平.5-平.13 71点 ￥17,800

No,10119       〃 平.14-平.18 67点 ￥23,300

No,9343       〃 平.5-平.13 60点 ￥15,000

No,9976       〃 平.10-平.17 70点 ￥24,500

No,9978       〃 平.13-平.17 82点 ￥27,700

No,9695       〃 平.6-平.15 99点 ￥23,000

No,9513       〃 平.10-平.14 74点 ￥14,800

No,8490       〃 平.5-平.9 73点 ￥28,600

No,8544       〃 平.5-平.9 62点 ￥24,600

No,9514       〃 平.10-平.14 80点 ￥16,200

No,8498       〃 平.5-平.9 81点 ￥33,400

No,9807       〃 平.7-平.16 79点 ￥19,800

No,10501       〃 平.12-平.21 99点 ￥30,000

No,9977       〃 平.13-平.17 88点 ￥29,700

No,9694       〃 平.6-平.15 100点 ￥23,000

No,9980       〃 平.10-平.17 78点 ￥23,400

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、ＥメールまたはＦＡＸ・郵便にてお送りください。
（メール宛先： kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります）

［CD-ROM版はＰＤＦファイルにしおりリンク機能、Ｂ５製本版はＢ５サイズ･目次製本済みです。

 ニュースガイドNo,

 題名

合計 ￥

 E-mail:

 TEL: FAX:

住所：〒

防虫シート材の製造加工方法

ねずみ捕獲装置の構造

ゴキブリ捕獲器の構造

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入

お   申   込   書

ねずみ忌避剤の組成

　　　　　　　　〃

カラス忌避剤の組成

　　　　　　　　〃

犬猫等用忌避剤の組成

※料金には別途送料がかかります。

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）
ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３      

担当者名

所属部署名

会社名 ご注文内容

防虫シート材の製造加工方法
[公開編]平成15年～平成21年（7年間）　　90点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０５４７

既刊関連セットのご案内

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

白蟻忌避防除剤の組成

白蟻の検知･駆除装置

ゴキブリ忌避剤の組成

　　　　　　　　〃

家畜の消毒・殺菌・防疫方法

ダニ忌避防除剤の組成

ゴキブリ誘引毒餌剤の組成

蚊忌避剤の組成と製造加工方法

　　　　　　　　〃

米びつ用防虫剤の製造加工方法



1 虫捕獲用シート及び虫捕獲装置 辻  清嗣 38 忌避シート 有限会社こうすい

2 振出し容器 株式会社吉野工業所 39 防虫ネット カネボウ株式会社

3 衣料用防虫剤 住友化学工業株式会社 40 香気等発生体 株式会社日本香堂

4 環状シート型害虫駆除剤 有恒薬品工業株式会社 41 害虫捕獲シート 株式会社一色本店

5 防虫剤 エステー化学株式会社 42
耐紫外線性の害虫誘引捕獲用粘着剤
組成物及び害虫捕獲用粘着シート

ニチバン株式会社

6
防虫剤を担持した高吸水性ポリマー微
粒子を含む防虫剤組成物およびその
製法

トッパン・フォームズ株式会
社

43 シート状蚊取り線香とその製造方法 大日本印刷株式会社

7 防虫樹脂組成物 大和化学工業株式会社 44 嫌食性ペットハウス用殺虫材 住友化学株式会社

8 凸状蒸散シート 住化ライフテク株式会社 45
香気成分持続揮散性シート、それを用
いた匂い袋及び虫除け袋

株式会社シード

9
芳香粒剤その他の揮発性粒剤の収納
シート

キソ化成産業株式会社 46
小動物忌避用組成物および小動物忌
避用シート

星野  一善

10 動物の外部寄生虫防除シート 住化ライフテク株式会社 47 精油含有樹脂ペレット 有限会社アイ・ジャパン

11 燻蒸用被覆シート アキレス株式会社 48 防虫剤用低吸着包材 凸版印刷株式会社

12 揮散性薬剤含有粘着シート状物 レンゴー株式会社 49 防虫性のシート 住友化学株式会社

13 防虫脱臭剤 アース製薬株式会社 50
静置型ハウスダスト除去シートおよびハ
ウスダスト除去用キット

アース製薬株式会社

14 害虫忌避シートおよびその製造方法 小松精練株式会社 51 防虫・殺虫用品 住化ライフテク株式会社

15 防虫畳 有限会社帝松サービス 52 屋内塵性ダニ忌避用物品 大日本除蟲菊株式会社

16 防虫畳及びその製造方法 有限会社帝松サービス 53 粘着捕虫シート リンレイテープ株式会社

17
天然精油衛生害虫忌避剤およびその
用途

早瀬　智子 54
昆虫忌避用組成物および昆虫忌避用
シート

星野  一善

18
忌避活性有機高分子微粒子およびそ
の用途

早瀬　智子 55
虫除けシート、虫除けマット、虫除け
シール、吹き流し、虫除け用風鈴、およ
び虫除け用ポスター

小松  敬文

19 シート状防蟻部材 旭化成ケミカルズ株式会社 56 害虫捕獲シート ダイヤテックス株式会社

20 防蟻シート 株式会社トピックス 57 防虫シート 石原  滋

21 防蟻シート 株式会社トピックス 58 防虫具 住友化学株式会社

22
害虫忌避シート、害虫忌避シートの製
造方法、食品用包装材および食品用
包装体

リンテック株式会社 59 防蟻シート 住友化学株式会社

23
含浸シート及びこの含浸シートを用い
た水きり袋及びごみ袋

武川  眞美 60 害虫捕獲用部材
有限会社ジャパン・プロジェ
クト

24 有害生物防除シート
マクテシム・ケミカル・ワーク
ス・リミテツド

61 屋内塵性ダニ類の駆除方法 アース製薬株式会社

25 ネット状シート 大豊化学工業株式会社 62
揮発性害虫防除シート及びその製造
方法

エス．シー．  ジョンソン  ア
ンド  サン、インコーポレイ
テッド

26 防虫シート 株式会社中川商店 63 防虫・抗菌性シート ユニチカ株式会社

27 ネット状シート 大豊化学工業株式会社 64 熱可塑性樹脂複合シート 旭化成ケミカルズ株式会社

28 薬剤放散体 住化ライフテク株式会社 65
防虫剤、衣料害虫の防除方法、防虫
組成物

三和インセクティサイド株式
会社

29 害虫忌避層を備えた積層体 大日本印刷株式会社 66 寝具のダニ駆除用シート 株式会社環境クリエイト

30 防虫樹脂組成物 大和化学工業株式会社 67 防虫薬剤放散体 住化ライフテク株式会社

31 防虫性のシート 住友化学株式会社 68 防虫シート用容器 株式会社吉野工業所

32 防虫性下敷 山中商事株式会社 69 防虫シート用容器 株式会社吉野工業所

33
虫類に対する忌避効能を有する粘着
シート

王子製紙株式会社 70
防虫シートおよびその製造方法ならび
に家屋の防虫方法

日本板硝子株式会社

34 粘着ラベル 株式会社アサ三 71 虫除けシート 三島製紙株式会社

35
防虫樹脂組成物用２層構造オレフィン
系樹脂ペレット

住化カラー株式会社 72 屏風型防虫薬剤放散体 住化ライフテク株式会社

36
天然精油衛生害虫忌避剤およびその
用途

早瀬  智子 73 揮発成分拡散シート 株式会社ツキオカ

37
耐発泡性積層シート及び耐発泡性積
層体

スリーエム  イノベイティブ
プロパティズ  カンパニー 以下17点省略

防虫シート材の製造加工方法　　　No.10547

[公開編]　　平成15年～平成21年（7年間）　　　　90点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥29,400    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥29,400　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥44,100　）


