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ねずみ忌避剤の組成
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］ 平成５年～平成１３年（９年間） ７１点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥１７，８００－
◎全文紙収録 全文公報版 ￥１７，８００－

（ CD-ROM版・全文公報版 一括購入 ￥２６，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内

No,8475 公開特許 犬猫等用忌避剤の組成 平.6-9 58点 ￥24,700
No,8490 〃 ゴキブリ忌避剤の組成 平.5-9 73点 ￥28,600
No,8498 〃 蚊忌避剤の組成と製造加工方法 平.5-9 81点 ￥33,400
No,8473 〃 防虫シート材の製造加工方法 平.5-9 69点 ￥25,700
No,8525 〃 家庭用ダニ防除剤の組成 平.5-9 65点 ￥26,800

No,8544 〃 ゴキブリ誘引毒餌剤の組成 平.5-9 62点 ￥24,600
No,8489 〃 砂場用砂の殺菌浄化方法 平.5-9 62点 ￥23,300
No,9285 〃 殺菌洗浄剤の組成法 平.12-13 61点 ￥15,700
No,9004 〃 〃 平.10-11 62点 ￥24,700

No,8436 〃 〃 平.8-9 71点 ￥29,800
No,8067 〃 〃 平.5-7 55点 ￥27,400
No,8752 〃 消臭・除菌剤の組成 平.5-10 73点 ￥27,400
No,8887 〃 風呂水用殺菌剤の組成 平.5-11 59点 ￥23,700
No,8745 〃 カビ取り剤の組成法 平.8-10 55点 ￥23,500

No,7992 〃 〃 昭.61-平.7 63点 ￥24,700
No,8746 〃 パイプクリーナーの組成法 平.8-10 60点 ￥24,700
No,7993 〃 〃 昭.61-平.7 70点 ￥29,700
No,8495 〃 浴室用洗浄剤の組成法 平.6-9 58点 ￥24,800
No,7735 〃 〃 平.1-5 61点 ￥33,700

No,8014 〃 住居用洗浄剤の組成法 昭.61-平.7 65点 ￥28,300

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、Ｅメールまたは 郵便にてお送りください。ＦＡＸ・
（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、全文公報版はＢ５サイズ･目次製本済みです。
２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

お 申 込 書

会 社 名 ご 注 文 内 容
ﾆｭｰｽｶﾞｲﾄﾞNo，

CD-ROM版・全文公報版・一括購入

題 名
所 属 部 署

合計 ￥

担 当 者 名 E-mail

℡ （ ） FAx （ ）

住所 〒



34 防鼠用保護チューブとこれを用いた防
鼠方法ならびにその製造方法

イカリ消毒株式会社

1 有害動物類忌避組成物 三笠化学工業株式会社 35 防鼠性ロックウールボード 日東紡績株式会社

2 ネズミ用忌避剤 株式会社キャッツ 36 防鼠用臭覚性忌避剤入り箱 日東紡績株式会社

3 有害生物忌避組成物および有害生物
忌避ケーブル

昭和電線電纜株式会社 37 ネズミ忌避装置 株式会社ダスキン

4 高防鼠性塩化ビニル樹脂組成物 矢崎総業株式会社 38 鳥獣類忌避具 サンスター株式会社

5 動物忌避重合性樹脂組成物及びその
硬化成型物

日本化薬株式会社 39 忌避剤 サンスター株式会社

6 動物忌避用テープ 旭化成工業株式会社

40 マイクロカプセル型防鼠剤およびそれ
を含有する分散液

第一工業製薬株式会社

7 防鼠ケーブル 日立電線株式会社 41 動物忌避性光硬化成形物および有害
動物の忌避方法

株式会社京都カリタス

8 造形用材料およびそれを用いた造形
物

日本石油化学株式会社 42 ねずみ忌避剤とその製造方法 松下　学

9 忌避剤収納容器
日本テルペン化学株式会
社 43 防鼠ケーブル 昭和電線電纜株式会社

44 植物性機能有機酸 高　博

10 徐放性シート 大阪瓦斯株式会社 45 蒸散装置及び方法 中外ケミカル工業株式会社

11 合成樹脂組成物 株式会社アゼックス 46 動物用忌避剤 大保香料株式会社

12 忌避材 日東紡績株式会社 47 生分解性生物活性剤組成物 株式会社中泉企業

13 ネズミ及びゴキブリ用忌避材 日東紡績株式会社

14 有害生物忌避成型品 昭和電線電纜株式会社 48 保護チューブ 住友電気工業株式会社

15 通気性を有する齧歯類動物咬害防止
布帛

日本化薬株式会社 49 ネズミ忌避剤およびその製法 株式会社クリンライフ

16 水系塗布動物忌避組成物 神東塗料株式会社 50 マイクロカプセル型防鼠剤およびそれ
を含有する分散液

第一工業製薬株式会社

17 塗布形動物忌避組成物 神東塗料株式会社 51 防鼠板状成形体および防鼠構造物 大成化工株式会社

18 動物用忌避剤 北興化学工業株式会社 52 植物抽出物 稲畑　慶四郎

19 ポリオレフィン系防鼠断熱パイプ 株式会社フジクラ

53 鳥獣忌避剤組成物 株式会社ニッセイテクニカ

20 忌避剤収納容器
日本テルペン化学株式会
社 54 環境改善用成形物

株式会社エンクラービジネ
ス

55 防鼠タイプフレキシブルホ－ス 株式会社ブリヂストン

21 動物忌避材料及び忌避方法 神東塗料株式会社 56 有害動物忌避組成物 名豊工業株式会社

22 イエネズミ類及びゴキブリ類用忌避材 日東紡績株式会社

23 有害動物類忌避材 タキロン株式会社 57 忌避剤および忌避部材 有限会社アイテック

24 動物用忌避剤 北興化学工業株式会社 58 ネズミの忌避剤 三共株式会社

25 有害動物類忌避用農園芸ハウス タキロン株式会社 59 動物用忌避剤 ヒカリ電工株式会社

26 環境衛生鼠族昆虫忌避方法
イカリ環境サービス株式会
社

27 有害動物忌避組成物 三笠化学工業株式会社 60 忌避具 天野　　拓三

28 動物忌避用袋 日本化薬株式会社

29 防鼠性硬質ウレタン発泡体 日東紡績株式会社 61 防鼠性塩化ビニル樹脂組成物 矢崎総業株式会社

30 工事用防鼠性ロックウール粒状綿 日東紡績株式会社 62 海藻灰を有効成分とするネズミ忌避剤 有限会社　坂本薬草園

31 有害動物用忌避剤 広栄化学工業株式会社 63 忌避剤およびその製造方法 天野　　拓三

32 ねずみ忌避剤 リケンヘルス株式会社 64 齧歯類動物防止シート カクイ株式会社

65 動物忌避剤 ヒカリ電工株式会社

33 エアゾールスプレー用の防鼠、防虫用
組成および防鼠、．．．

日東紡績株式会社 66 動物忌避剤 北海道

以下５点省略

実　用　新　案　公　開　　　平成６年

日　本　特　許　公　開　　　平成７年

日　本　特　許　公　開　　　平成９年

日　本　特　許　公　開　　　平成１０年

ねずみ忌避剤の組成　　　No.9344

[公開編]　　平成５年～平成１３年（９年間）　　　７１点

CD-ROM版　　　￥17,800    　　  　　　  　　　　全文公報版　　　￥17,800

日　本　特　許　公　開　　　平成５年

（　CD-ROM版・全文公報版　一括購入　　　￥26,000　）

実　用　新　案　公　開　　　平成５年

日　本　特　許　公　開　　　平成８年

日　本　特　許　公　開　　　平成６年

日　本　特　許　公　開　　　平成１１年

日　本　特　許　公　開　　　平成１２年

登　録　実　用　新　案　　　平成１２年

日　本　特　許　公　開　　　平成１３年


