
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)

￥２５，２００－ ￥２４，０００－

￥２５，２００－ ￥２４，０００－

￥３７，８００－ ￥３６，０００－

(本体価格)

No,9514 公開特許 平.10-平.14 80点 ￥16,200

No,8498       〃 平.5-平.9 81点 ￥33,400

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

No,9515       〃 平.10-平.14 71点 ￥14,200

No,10607       〃 平.18-平.22 80点 ￥26,000

No,9978       〃 平.13-平.17 82点 ￥27,700

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,9513       〃 平.10-平.14 74点 ￥14,800

No,8490       〃 平.5-平.9 73点 ￥28,600

No,9544       〃 平.5-平.14 86点 ￥18,900

No,9977       〃 平.13-平.17 88点 ￥29,700

No,9807       〃 平.7-平.16 79点 ￥19,800

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

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：〒

犬猫等用忌避剤の組成

               〃

白蟻忌避防除剤の組成

               〃

ねずみ忌避剤の組成

               〃

カラス忌避剤の組成

               〃

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０６２８

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

防虫シート材の製造加工方法

               〃

蚊忌避剤の組成と製造加工方法

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

               〃

担当者名

所属部署名

会社名 ご注文内容

蚊忌避剤の組成と製造加工方法

ゴキブリ忌避剤の組成

[公開編]平成15年～平成22年（8年間）　　75点

衣料用防虫剤の製造加工方法

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入

お   申   込   書

※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。］

残留農薬処理法と処理剤

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

               〃

防雪フェンスの構造と施工法

ダニ忌避防除剤の組成



1 人体用害虫忌避組成物 アース製薬株式会社 43 人体用ゲル状害虫忌避組成物 大日本除蟲菊株式会社

2
吸血害虫から体表を保護する方法及
び吸血害虫の忌避方法

住友化学工業株式会社 44 人体用害虫忌避剤 フマキラー株式会社

3 人体用害虫忌避剤 アース製薬株式会社 45 パウダー状害虫忌避組成物 大日本除蟲菊株式会社

4 蚊忌避効果を有する香料組成物 高砂香料工業株式会社 46 害虫忌避リング 河島  直也

5 人体用害虫忌避組成物 アース製薬株式会社 47 飛翔害虫忌避剤 大日本除蟲菊株式会社

6
人体用害虫忌避組成物及び人体用害
虫忌避エアゾール組成物

ジョンソン株式会社 48 飛翔害虫忌避剤 大日本除蟲菊株式会社

7 害虫忌避剤揮散組成物 ジョンソン株式会社 49 飛翔害虫忌避剤 大日本除蟲菊株式会社

8
害虫忌避組成物及び害虫忌避成分の
皮膚刺激低減方法

昭和電工株式会社 50
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

9 虫忌避剤 有限会社曽我商店 51 害虫忌避エアゾール剤 大日本除蟲菊株式会社

10 害虫忌避シートおよびその製造方法 小松精練株式会社 52 人体用害虫忌避組成物 アース製薬株式会社

11 害虫忌避枕 住友化学工業株式会社 53 水性害虫忌避組成物 アース製薬株式会社

12 害虫忌避足バンド 住友化学工業株式会社 54
害虫忌避エアゾール製品、害虫忌避
組成物および害虫忌避用液体外用剤

ライオン株式会社

13 害虫忌避剤 フマキラー株式会社 55 虫除けシート 三島製紙株式会社

14 害虫忌避エアゾール アース製薬株式会社 56 害虫忌避剤 住友化学園芸株式会社

15 害虫忌避シール及びその製造方法 長良化学工業株式会社 57 害虫忌避剤 大阪化成株式会社

16 殺虫・忌避剤 旭化成ケミカルズ株式会社 58 蚊の吸血阻害剤 アース製薬株式会社

17 植物由来の蚊の忌避剤 杉本  正志 59 フィルム忌避製剤
有限会社日本健康科学研
究センター

18 忌避剤 旭化成ケミカルズ株式会社 60 人体用害虫忌避剤 大日本除蟲菊株式会社

19 水性害虫忌避エアゾール組成物 大日本除蟲菊株式会社 61 害虫の駆除方法 フマキラー株式会社

20
環境に優しく人体に無害な、蚊、ハエ
やゴキブリ等の忌避剤

永井  伸昌 62 環境改善方法 アース製薬株式会社

21 持続型防虫忌避布帛の製造方法 富士化成株式会社 63 人体用害虫忌避剤 大日本除蟲菊株式会社

22 害虫忌避剤 山根  守之 64 害虫忌避組成物 ライオン株式会社

23 動物用首輪およびその加工方法 株式会社アシュラ 65
蚊及び小虫の空間的阻害剤、抑止剤
及び忌避剤

ベドウキアン  リサーチ，  イ
ンコーポレイテッド

24 人体用害虫忌避組成物 大日本除蟲菊株式会社 66 飛来害虫忌避剤。 大和化学工業株式会社

25 動物用害虫忌避ベスト 住化ライフテク株式会社 67 皮膜生成薬効組成物 太陽産業株式会社

26 飛翔害虫忌避剤組成物 大日本除蟲菊株式会社 68 刺咬性節足動物忌避組成物 株式会社カナエテクノス

27 香気等発生体 株式会社日本香堂 69 新規な害虫忌避剤 有限会社バイオ・エコ

28 飛翔害虫忌避剤 大日本除蟲菊株式会社 70
飛翔害虫防除剤及びこれを用いる飛
翔害虫の防除方法

大日本除蟲菊株式会社

29 害虫等の忌避剤 山根  守之 71
飛翔害虫忌避剤及びこれを用いる飛
翔害虫の忌避方法

大日本除蟲菊株式会社

30
昆虫忌避剤としてのジヒドロネペタラク
トン

イー・アイ・デュポン・ドウ・ヌ
ムール・アンド・カンパニー

72 害虫忌避エアゾール組成物 日進化学株式会社

31 ゲル状害虫駆除製剤 株式会社大阪製薬 73 蚊忌避剤 ライオン株式会社

32
防虫剤並びにこれを用いる防虫器及
び防虫方法

エステー化学株式会社 74 害虫忌避積層シート状物 大日本除蟲菊株式会社

33
長く持続する蚊の忌避効果又は抗菌
効果を有する糸及び織物、及びその
製法

フォーモサ  タフェタ  カン
パニー，リミティド

75 蚊忌避剤
バイオ  アンド  エイチエヌ
ティー  インコーポレイテッド

34 防虫材 住友化学株式会社

35
害虫忌避剤及び害虫の被害を低減す
る栽培方法

奈良県

36 飛翔昆虫忌避剤 小林製薬株式会社

37 動物用防虫忌避化粧料 富士化成株式会社

38 液体状害虫駆除製剤 株式会社大阪製薬

39 吸血害虫忌避剤 住友化学株式会社

40 人体用害虫忌避エアゾール 大日本除蟲菊株式会社

41 人体用害虫忌避エアゾール 大日本除蟲菊株式会社

42 防虫材とその製造方法 下地  博万 以上75点収録

蚊忌避剤の組成と製造加工方法　　　No.10628

[公開編]　　平成15年～平成22年（8年間）　　　　75点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥25,200    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥25,200　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥37,800　）


