
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)

￥２１，６００－ ￥２０，０００－

￥２１，６００－ ￥２０，０００－

￥３２，４００－ ￥３０，０００－

(本体価格)

No,10628 公開特許 平.15-平.22 75点 ￥24,000

No,9514       〃 平.10-平.14 80点 ￥16,200

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,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,１０９４９

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

害虫忌避剤の組成と製造加工方法

ゴキブリ忌避剤の組成

[登録・公開編]平成25年（1年間）　　70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
スピラエ属植物抽出液処理方法およ
び害虫忌避剤

山根　守之 34 ゲル状害虫用スプレー製品 アース製薬株式会社

2 有害生物忌避シートまたは紙状物 学校法人　久留米大学 35
防除方法および防除用固化体、防除
用固化体の施工方法、防除用固化体
の施工に用いる母材および用材・・・

サンライズ産業株式会社

3
腹足類の防除用組成物及び腹足類用
防除剤

大阪化成株式会社 36
繊維製品用の害虫忌避剤および害虫
忌避方法

ライオン株式会社

4 新規エポキシ化合物 学校法人近畿大学 37
衣類害虫の卵の殺卵剤及び衣類害虫
の卵の殺卵方法

アース製薬株式会社

5 害虫羽化阻害剤 フマキラー株式会社 38 芳香性防虫剤 大日本除蟲菊株式会社

6 食品害虫忌避剤
株式会社ナチュラルネット
ワーク

39 衣料用防虫剤 大日本除蟲菊株式会社

7 蚊成虫の駆除方法 フマキラー株式会社 40
不快害虫忌避性能を有した仕上げ塗
材

シーダー化学株式会社

8
セルロースマトリックスカプセル封入お
よび方法

ザ　ユニバーシティ　オブ
アラバマ

41
腹足類の防除用組成物及び腹足類用
防除剤の製造方法

大阪化成株式会社

9 害虫忌避剤 大阪化成株式会社 42 スプレー式飛翔害虫忌避剤 大日本除蟲菊株式会社

10
害虫忌避組成物及びこれを含有した
害虫忌避部材

株式会社ニックス 43
スリップス（害虫）への天然忌避効果の
ある、ペチュニアの発酵溶液

岡▲崎▼　悟

11 屋内ダニよけスプレー剤 大日本除蟲菊株式会社 44
人体用害虫忌避エアゾール剤、及びこ
れを用いた害虫忌避並びに冷感の付
与方法。

大日本除蟲菊株式会社

12 害虫忌避具 大矢　雅一 45 害虫忌避組成物及び害虫忌避方法。
株式会社ＹＯＯコーポレー
ション

13 ゴキブリ忌避シート アース製薬株式会社 46 薬剤拡散具 フマキラー株式会社

14
ローズマリーオイルの抽出物、該ロー
ズマリーオイルの抽出物を含有するゴ
キブリ忌避剤、並びにローズマ・・・

アース製薬株式会社 47
食品害虫の防除剤および食品におけ
る食品害虫を防除する方法

国立大学法人　香川大学

15
薬剤揮散体および薬剤揮散体を用い
た害虫の防虫方法

大日本除蟲菊株式会社 48 虫滑落性フィルム 三菱レイヨン株式会社

16 蚊成虫の駆除方法 フマキラー株式会社 49
アミノ酸含有液及びその製造方法、肥
料、並びに害虫忌避剤

木野　幸▲徳▼

17 害虫忌避剤組成物及び化合物 ノバルティス　アーゲー 50
ｐ－メンタン－３，８－ジオール異性体
混合物、及びこれを含む組成物、並び
にこれらを含む製品

高砂香料工業株式会社

18 害虫忌避エアゾール組成物 日進化学株式会社 51
ガラス面ならびに網戸用の飛翔害虫防
除用エアゾール

大日本除蟲菊株式会社

19
匍匐害虫忌避成分の匂い移りを防止
する方法

大日本除蟲菊株式会社 52 アリ防除剤 大日本除蟲菊株式会社

20 感染症媒介蚊防除用蚊取線香 大日本除蟲菊株式会社 53 芳香性飛翔害虫忌避材 大日本除蟲菊株式会社

21
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 54
害虫用ゲル組成物及びこれを導入し
た徐放性製剤

信越化学工業株式会社

22 害虫防除エアゾール用組成物 住友化学株式会社 55
害虫用ゲル組成物を導入した徐放性
製剤

信越化学工業株式会社

23 害虫防除方法 国立大学法人名古屋大学 56
害虫用ゲル組成物を導入した徐放性
製剤

信越化学工業株式会社

24 蚊の吸血阻害剤 アース製薬株式会社 57 害虫忌避材 株式会社アルサ

25 昆虫忌避特性を有する組成物
ジボーダン　ソシエテ　アノ
ニム

58 忌避剤 旭化成ケミカルズ株式会社

26 害虫防除エアゾール用組成物 住友化学株式会社 59 害虫忌避バンド
株式会社ナチュラルネット
ワーク

27 ゴキブリ忌避剤 堀内　栄二 60 腹足類に属する軟体動物忌避シート 太田油脂株式会社

28
ゴキブリ忌避剤およびゴキブリ忌避方
法

前島　武人 61 害虫及び害獣忌避材 株式会社セラピュア

29 エアゾール組成物 アース製薬株式会社 62 昆虫防除剤 花王株式会社

30
害虫忌避用湿気硬化型樹脂組成物お
よびそれを用いた害虫忌避用物品並
びに害虫忌避方法

シャープ化学工業株式会
社

63 昆虫防除剤 花王株式会社

31 害虫忌避剤 住友化学園芸株式会社 64 虫除けシステム 有限会社オーエム科学

32 害虫防除用固形毒餌剤 アース製薬株式会社 65
害虫忌避クラッキングエアゾール組成
物

東洋エアゾール工業株式
会社

33
動植物の育成環境改善材および育成
環境改善材の使用方法

株式会社カンザイネット 以下5点省略

害虫忌避剤の組成と製造加工方法　　　No.10949

[登録・公開編]　　平成25年（1年間）　　　　70点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥21,600    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥21,600　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥32,400　）


