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No,8495 〃 浴室用洗浄剤の組成法 平.6-9 58点 ￥24,800
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1 ゴキブリ類及びアリ類の忌避剤 フマキラー株式会社 42 腹足類防除用塗布剤 アース製薬株式会社

2 害虫忌避方法 アース製薬株式会社 43 家電製品の害虫忌避構造 象印マホービン株式会社

3 自動販売機 松下電器産業株式会社 44 忌避剤およびその製造方法 天野　　拓三

4 害虫忌避用ワックスおよびその製造法 松下電器産業株式会社 45 害虫忌避用粉粒物 ゆめじん有限会社

5
ゴキブリ忌避剤含有電子部品材料およ
びそれを用いた電子部品

松下電器産業株式会社 46
揮散制御収納体入りゲル状樹脂成形
体

第一工業製薬株式会社

6 衛生害虫忌避剤 触媒化成工業株式会社 47 動物忌避剤 ヒカリ電工株式会社

7 害虫忌避テ－プ
ブリヂストン化成品東京株
式会社

48 害虫忌避剤 佐藤　直彦

8 粉体含有スプレー組成物 アース製薬株式会社 49 機能性養生シート 宝養生資材株式会社

9 家害虫駆除及び忌避剤 有限会社倫五 50
害虫忌避ぺーストおよびこの害虫忌避
ぺーストを用いた電子部品

松下電器産業株式会社

10 環境改善用成形物
株式会社エンクラービジネ
ス

51 動物忌避剤 ヒカリ電工株式会社

11 ゴキブリ忌避剤 住友化学工業株式会社 52 忌避剤 有限会社アイテック

12 害虫忌避剤 住友化学工業株式会社 53
床下害虫類忌避体および害虫類忌避
方法

株式会社　ニットー

13 台所用配置薬剤 エステー化学株式会社 54 自動販売機の害虫侵入防止器 本村　隆太郎

14 害虫忌避剤 住友化学工業株式会社 55 プリント配線板の害虫忌避加工方法 三菱製紙株式会社

15 虫避け・脱臭剤 日本動物薬品株式会社 56 防臭兼忌避剤 美崎産業株式会社

16 虫避け・脱臭剤 日本動物薬品株式会社 57 害虫忌避用塗装具 松下電器産業株式会社

17 衛生シート 有限会社エコナカジマ 58
衛生害虫忌避剤および忌避活性ワック
ス

株式会社リフレ

18 米櫃用計量器 積水化学工業株式会社 59
フラボノイドアルデヒドを含有する忌避
剤

プロガード・インコーポレイ
テツド

19 ゴキブリ忌避剤 ダイサン企画株式会社 60 害虫忌避用段ボール紙 ロック株式会社

20
虫類忌避塗料、虫類忌避化粧シート、
虫類忌避化粧板及び虫類忌避方法

株式会社鈴商 61 浴室洗い場とその製造法 松下電器産業株式会社

21 殺虫作用を示す組成物
バイエル・アクチエンゲゼル
シヤフト

62 害虫忌避剤 旭化成株式会社

22 香料及び殺虫剤等拡散ピン 山本香料株式会社 63 便座 松下電器産業株式会社

23 害虫忌避剤 住友化学工業株式会社 64 忌避剤組成物 天野　　拓三

24 商品処理装置 株式会社イシダ 65 害虫忌避剤 理研香料工業株式会社

25 害虫の空間忌避・駆除方法 フマキラー株式会社 66 抗菌剤 ロンケミカル株式会社

26 薬剤蒸散剤 フマキラー株式会社 67 面状採暖具 松下電器産業株式会社

27 忌避剤および忌避部材 有限会社アイテック 68 害虫忌避剤 住友化学工業株式会社

28 ゴキブリの忌避方法及び防除方法 アース製薬株式会社 69
ゴキブリ等の害虫が忌避するプレス加
工用潤滑油及び電気機器等の部品製
作方法

近藤株式会社

29 動物用忌避剤 ヒカリ電工株式会社 70 物品用害虫忌避剤 東洋ビューティ株式会社

30 害虫忌避材料 松下電器産業株式会社 71 害虫忌避性皮膚外用剤 東洋ビューティ株式会社

31 害虫忌避テープ及びシート ニチバン株式会社 72 洗面ボウルとその洗面ボウルの製造法 松下電器産業株式会社

32
害虫忌避剤組成物および害虫忌避性
プリント配線板

東亞合成株式会社 73 忌避剤を含有する液体洗浄剤 株式会社アサヒペン

33 非接触タイプの低臭気性防虫防黴剤 株式会社祥光化学研究所 74
グリセロールと組合せた、クエン酸サイ
クルの少なくとも１種の酸の有害生物
忌避剤としての使用

バイオリンク、テクノロジー
ズ、アクチエンゲゼルシャフ
ト

34 防虫用コーティング剤 サンハヤト株式会社

35 節足動物忌避剤
バイエル・アクチエンゲゼル
シヤフト

36 虫の存否点検具 サンハヤト株式会社

37 忌避具 天野　　拓三

38
繊維強化プラスチックの成形体並びに
繊維強化プラスチックの浴槽、洗い場
およびキッチンカウンター

松下電器産業株式会社

39
消臭剤、消臭器具、消臭防黴剤または
消臭防黴器具

有限会社大牟田工芸セン
ター

40 害虫防除製剤 アース製薬株式会社

41 造粒された害虫忌避剤 遠藤　弘明 以上７４点収録

ゴキブリ忌避剤の組成　　　No.9513
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