
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)

￥２７，３００－ ￥２６，０００－

￥２７，３００－ ￥２６，０００－

￥４０，９５０－ ￥３９，０００－

(本体価格)

No,9978 公開特許 平.13-平.17 82点 ￥27,700

No,9695       〃 平.6-平.15 99点 ￥23,000

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,9513       〃 平.10-平.14 74点 ￥14,800

No,9514       〃 平.10-平.14 80点 ￥16,200

No,8498       〃 平.5-平.9 81点 ￥33,400

No,9977       〃 平.13-平.17 88点 ￥29,700

No,8525       〃 平.5-平.9 65点 ￥26,800

No,10547       〃 平.15-平.21 90点 ￥28,000

No,9515       〃 平.10-平.14 71点 ￥14,200

No,9976       〃 平.10-平.17 70点 ￥24,500

No,9807       〃 平.7-平.16 79点 ￥19,800

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

No,10380       〃 平.11-平.20 88点 ￥26,400

No,10274       〃 平.14-平.19 76点 ￥30,000

No,9808B       〃 平.12-平.16 78点 ￥26,000

No,9808A       〃 平.7-平.11 73点 ￥24,000

*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：〒

白蟻忌避防除剤の組成

               〃

米びつ用防虫剤の製造加工方法

家畜の消毒・殺菌・防疫方法

家庭用ダニ防除剤の組成

防虫シート材の製造加工方法

               〃

犬猫等用忌避剤の組成

蚊忌避剤の組成と製造加工方法

               〃

ダニ忌避防除剤の組成

[公開編]平成18年～平成22年（5年間）　　80点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０６０７

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

※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      

衣料用防虫剤の製造加工方法

担当者名

所属部署名

会社名 ご注文内容

白蟻忌避防除剤の組成

白蟻の検知･駆除装置

カラス対策ゴミ袋とカバー

残留農薬処理法と処理剤

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

               〃

ゴキブリ忌避剤の組成



1
木材防腐・防蟻剤およびそれを用いる
木材の処理方法

株式会社片山化学工業研
究所

32 害虫防除剤 株式会社アムテック

2 無臭性防蟻剤 高麗  寛紀 33 害虫防除剤 株式会社アムテック

3
木材防蟻・防かび剤およびそれを用い
る木材の処理方法

富山県 34 防蟻処理方法 有限会社キセイテック

4 木材防蟻処理用組成物 ケミプロ化成株式会社 35 害虫防除剤および害虫防除方法
アース・バイオケミカル株式
会社

5 木材保存組成物 シントーファイン株式会社 36 害虫防除材料 株式会社サニックス

6 シロアリ防除剤
日本エンバイロケミカルズ
株式会社

37
硬化性シロアリ防除組成物およびシロ
アリ防除方法

日本エンバイロケミカルズ
株式会社

7
害虫忌避剤及び害虫の被害を低減す
る栽培方法

奈良県 38
害虫忌避剤としてのメントールプロピレ
ングリコール－カーボネートおよびその
類似物

ポセイドン  オーシャン  サ
イエンシズ

8 防蟻剤 関西ペイント株式会社 39
ジヒドロネペタラクトンを含んでなる昆
虫忌避組成物

イー・アイ・デュポン・ドウ・ヌ
ムール・アンド・カンパニー

9 シロアリ防除方法 シントーファイン株式会社 40
シロアリを防除するための脱皮促進化
合物、エクジステロイド、それらのアナ
ログ、およびキチン合成阻害・・・

ユニバーシティ・オブ・フロリ
ダ・リサーチ・ファンデーショ
ン・インコーポレーテッド

10
抗菌・抗カビ効果を有するシロアリ防徐
および防藻剤

有限会社  アクアサイエンス 41 シロアリ防除方法
バイエル・クロツプサイエン
ス・エル・ピー

11 建築材用防蟻防腐剤 国立大学法人高知大学 42
ニームオイルの精製方法及び当該方
法により得られた生成物を用いた害虫
忌避剤

株式会社バイオマス高度利
用機構

12
木材防腐・防蟻・防かび剤およびそれ
を用いる木材の処理方法

株式会社片山化学工業研
究所

43 害虫防除剤 株式会社アムテック

13 木材害虫防除組成物 ケミプロ化成株式会社 44 害虫防除剤 株式会社アムテック

14 シロアリ防除方法 シントーファイン株式会社 45
シロアリ用防除剤及びシロアリ防除方
法

栗田工業株式会社

15
木材防腐・防蟻剤およびそれを用いる
木材の処理方法

株式会社片山化学工業研
究所

46 衛生害虫忌避剤およびその製造方法 触媒化成工業株式会社

16 シロアリの駆除方法 有恒薬品工業株式会社 47 伝播性を有するクロチアニジン製剤
日本エンバイロケミカルズ
株式会社

17
シロアリ誘引性の駆除剤および複合駆
除剤

有恒薬品工業株式会社 48 シロアリ防除剤
日本エンバイロケミカルズ
株式会社

18 木材の防腐・防蟻処理方法 岩田  好喜 49 シロアリ防除剤
日本エンバイロケミカルズ
株式会社

19 抗シロアリ剤
日本エンバイロケミカルズ
株式会社

50 シロアリ防除剤
日本エンバイロケミカルズ
株式会社

20 害虫忌避剤組成物及び化合物
ノバルティス  アクチエンゲ
ゼルシャフト

51 ホウ素系防蟻用液状組成物 齋藤  美代子

21 防蟻剤組成物
エフ  エム  シー  コーポ
レーション

52
ネオニコチノイド製剤、硬化性シロアリ
防除組成物、防蟻性塗料組成物、防
蟻性樹脂成形体、散布器、散布・・・

日本エンバイロケミカルズ
株式会社

22 シロアリ防除剤
日本エンバイロケミカルズ
株式会社

53 耐白蟻成膜の形成方法 株式会社デジック

23 シロアリ防除剤
日本エンバイロケミカルズ
株式会社

54
木材用防蟻防腐剤組成物及び木材用
防蟻防腐剤

日本カーリット株式会社

24
昆虫忌避用組成物および昆虫忌避用
シート

星野  一善 55 シロアリの防除方法
ダウ  アグロサイエンシィズ
エルエルシー

25 シロアリ駆除剤 宮崎県 56 シロアリの防除法
バイエル・クロツプサイエン
ス・エル・ピー

26 建築物床下のシロアリ防除方法 有限会社シンク・セラー 57 シロアリ群の制御方法
エフ  エム  シー  コーポ
レーション

27 白蟻類防除組成物及び防除方法 日本農薬株式会社 58 徐放昆虫忌避性を有する組成物
イー・アイ・デュポン・ドウ・ヌ
ムール・アンド・カンパニー

28 シロアリ防除用塗料組成物
日本エンバイロケミカルズ
株式会社

59
害虫忌避効果を有する土壌改良材、
発酵肥料、及びその製造方法

グリ―ン華舞株式会社

29 シロアリ防除剤 株式会社アムテック 60 有害生物忌避シートまたは紙状物 学校法人  久留米大学

30 既設建築物の白蟻防除方法 近畿白蟻株式会社 61
シロアリ防除方法及びシロアリ這い上
がり防止誘導シート

株式会社サニックス

31 防蟻シート 住友化学株式会社
以下19点省略

白蟻忌避防除剤の組成　　　No.10607

[公開編]　　平成18年～平成22年（5年間）　　　　80点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥27,300    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥27,300　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥40,950　）


