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＊お求め安い価格で新登場！

蚊取線香の製造方法
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成４年～平成１３年（１０年間） ７０点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥１６，１００－

◎全文紙収録 全文公報版 ￥１６，１００－
（ CD-ROM版・全文公報版 一括購入 ￥２４，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内

No,6010 公告特許 蚊取線香の製造方法 昭.54-61 71点 ￥21,700

No,8473 公開特許 防虫シート材の製造加工方法 平.5-9 69点 ￥25,700
No,8544 〃 ゴキブリ誘引毒餌剤の組成 〃 62点 ￥24,600

No,8490 〃 ゴキブリ忌避剤の組成 〃 73点 ￥28,600
No,8498 〃 蚊忌避剤の組成と製造加工方法 〃 81点 ￥33,400

No,8525 〃 家庭用ダニ防除剤の組成 〃 65点 ￥26,800
No,8475 〃 犬猫等用忌避剤の組成 平.6-9 58点 ￥24,700

No,9344 〃 ねずみ忌避剤の組成 平.5-13 71点 ￥17,800

No,9343 〃 カラス忌避剤の組成 〃 60点 ￥15,000
No,9056 登録・公開 線香の製造加工方法と装置 平.11-12 71点 ￥20,700

No,8578 〃 〃 平.9-10 80点 ￥23,000
No,8068 公告・公開 〃 平.7-8 88点 ￥23,700

No,7767 〃 〃 平.5-6 75点 ￥21,300
No,7500 〃 〃 平.3-4 61点 ￥19,700

No,7027 〃 〃 平.1-2 68点 ￥21,000

No,6528 〃 〃 昭.62-63 61点 ￥20,000
No,5995 〃 〃 昭.59-61 61点 ￥20,000

No,7842 公開特許 香炉と線香立ての構造 平.4-6 106点 ￥29,600
No,7840 公告特許 〃 昭.60-平.6 67点 ￥19,700

*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 〒

※料金には別途送料・消費税がかかります。



31 蚊取線香用着火カバー タージル株式会社

1 蚊取線香基材及び蚊取線香 アース製薬株式会社 32
線香の燃焼遅延化方法及びそれに用
いる線香ユニット

フマキラー株式会社

2 蚊取線香基材及び蚊取線香 アース製薬株式会社 33 線香 フマキラー株式会社

34 燃焼時間を制約出来る蚊取線香 藤本　重信

3 燃焼時間の目盛入り蚊とり線香 須原　修一 35 自動消火する蚊取線香 穂積　光彦

4 蚊とり線香の火消し時間調整具 須原　修一 36 蚊取線香 住友化学工業株式会社

37 殺虫線香 住友化学工業株式会社

5 蚊取線香 大日本除虫菊株式会社 38 殺虫線香 住友化学工業株式会社

6
渦巻形又は他の形状の防虫剤又は香
の組成物及び．．．

ヤプ　ミン　チェオン

7 ハエ取線香 大日本除虫菊株式会社 39 蚊取り線香の自動消火具 宮崎県産品販売株式会社

8 蚊取線香 大日本除虫菊株式会社

40 線香 住友化学工業株式会社

9 点火しやすくした蚊取り線香 栗山　務 41 線香 住友化学工業株式会社

42 線香 住友化学工業株式会社

10 ハエ取線香 大日本除虫菊株式会社 43 線香 住友化学工業株式会社

11 蚊取線香および蚊取線香の製造方法
バイエル・アクチエンゲ
ゼルシヤフト 44 線香 住友化学工業株式会社

12 墓、仏壇用蚊取り線香 根津　義雄 45 蚊取線香 アース製薬株式会社

46 防虫材 住友化学工業株式会社

13 連結式蚊取り線香 辻　一穂 47 蚊取り線香及びその燃焼時間調整具 平井　將一

14 くん煙剤用点火具 日本油脂株式会社

48 蚊取り線香自然消火機具 宮本　和秀

15 着火性の蚊取線香
バイエル・アクチエンゲ
ゼルシヤフト 49 蚊取線香 アース製薬株式会社

50 ハエ取線香 大日本除蟲菊株式会社

16
芯入り線状又は渦巻状線香の製造法
とその装置

林　治維 51
殺虫線香及びその製造方法並びにそ
の噴霧処理組成物

アース製薬株式会社

17 蚊取線香 フマキラー株式会社

18 線香 フマキラー株式会社 52
宗教儀式的形態と除虫作用をあわせ
持つ線香

梶本　淳也

19 線香 フマキラー株式会社 53 固形殺虫剤 黒沢　実

20 線香 フマキラー株式会社 54 抗菌性線香 株式会社共栄商興

21 線香 住友化学工業株式会社

55 動物用蚊取線香 日本動物薬品株式会社

22 渦巻線香結合体 フマキラー株式会社 56 殺虫組成物 住友化学工業株式会社

23 渦巻線香 弓場　裕秀 57 屋外用蚊取線香 アース製薬株式会社

24 時間の目盛付き蚊取線香 小川　日出雄 58
殺虫線香及び殺虫成分の移行及び散
逸防止方法

アース製薬株式会社

59 蚊取線香 アース製薬株式会社

25 タイマー消火機能付き蚊とり線香 上原　勉

26 殺虫線香 住友化学工業株式会社 60 蚊取線香 アース製薬株式会社

27 線香 住友化学工業株式会社 61 線香 住友化学工業株式会社

28 殺虫線香 住友化学工業株式会社 62 線香 フマキラー株式会社

29 殺虫線香 住友化学工業株式会社 63 線香 フマキラー株式会社

30 殺虫線香 住友化学工業株式会社 64 線香 フマキラー株式会社

以下６点省略

日　本　特　許　公　開　　　平成１２年

実　用　新　案　公　開　　　平成７年

日　本　特　許　公　開　　　平成８年

登　録　実　用　新　案　　　平成８年

日　本　特　許　公　開　　　平成９年

日　本　特　許　公　開　　　平成１０年

登　録　実　用　新　案　　　平成１０年

日　本　特　許　公　開　　　平成１１年

日　本　特　許　公　開　　　平成５年

実　用　新　案　公　開　　　平成５年

日　本　特　許　公　開　　　平成６年

実　用　新　案　公　開　　　平成６年

蚊取線香の製造方法　　　No.9378

[公開編]　　平成４年～平成１３年（１０年間）　　　７０点

CD-ROM版　　　￥16,100    　　  　　　  　　　　全文公報版　　　￥16,100

日　本　特　許　公　開　　　平成４年

（　CD-ROM版・全文公報版　一括購入　　　￥24,000　）

実　用　新　案　公　開　　　平成４年

登　録　実　用　新　案　　　平成６年

日　本　特　許　公　開　　　平成７年


