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No,8544 〃 ゴキブリ誘引毒餌剤の組成 平.5-9 62点 ￥24,600
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1
有害害虫用忌避剤及び忌避剤を含有
する香料組成物

高砂香料工業株式会社 41
網戸用害虫忌避剤および網戸並びに
害虫忌避用エアゾール組成物

東洋エアゾール工業株式
会社

2 ３－カランエポキシドの製造法 住友化学工業株式会社 42 乳酸を含有する蚊忌避剤 白井　良和

3 害虫忌避組成物 住友化学工業株式会社 43 薬剤蒸散体 フマキラー株式会社

4 害虫忌避組成物 住友化学工業株式会社 44 害虫忌避剤および害虫忌避方法 住友化学工業株式会社

5 害虫忌避剤 日本油脂株式会社 45 害虫忌避剤および害虫忌避方法 住友化学工業株式会社

6 害虫忌避剤及び害虫忌避方法 住友化学工業株式会社 46 害虫忌避性長繊維成形体 住友化学工業株式会社

7 水中油型皮膚外用剤 株式会社コーセー 47 害虫の空間忌避・駆除方法 フマキラー株式会社

8
ジオ－ル系化合物及びそれを有効成
分とする害虫忌避剤

住友化学工業株式会社 48 薬剤蒸散剤 フマキラー株式会社

9 ３－カランエポキシドの製造法 住友化学工業株式会社 49 昆虫忌避剤 ユーアイかとり株式会社

10 害虫忌避性を有する中空繊維 帝人株式会社 50
昆虫忌避剤としてのエミューオイルお
よびその活性画分を使用する方法

アグラクエスト，インコーポレ
イテッド

11
常温蒸散式製剤の薬剤保持体及び薬
剤蒸散方法

フマキラー株式会社 51
非水性で徐放性の害虫及びエアケア
ゲル組成物

ペンゾイル　プロダクツ　カ
ンパニー

12 薬液加熱蒸散方法 アース製薬株式会社 52 節足動物忌避剤
バイエル・アクチエンゲゼル
シヤフト

13 植物抽出物 稲畑　慶四郎 53 害虫忌避エアゾール フマキラー株式会社

14
有害生物防除マイクロカプセル剤の製
造方法

日本化薬株式会社 54 害虫の駆除方法 フマキラー株式会社

15 害虫忌避剤 高知県 55
トリ－ｏ－チモチド類を成分化合物とす
る分子化合物

日本曹達株式会社

16
昆虫忌避剤における又は昆虫忌避剤
に関する改良

クエスト・インターナショナ
ル・ビー・ブイ

56 屋外用薬剤拡散装置 フマキラー株式会社

17 新規害虫忌避剤 大日本除蟲菊株式会社 57
薬剤蒸散組成物及び薬剤蒸散組成物
を．．．

日東化成工業株式会社

18 機能性成分含有無水透明ゲル 石原薬品株式会社 58
昆虫忌避剤を含むＯ／Ｗマクロエマル
ション又はＯ／Ｗミクロエマルションの
形態の化粧品及び．．．

バイヤースドルフ・アクチエ
ンゲゼルシヤフト

19 粉体含有スプレー組成物 アース製薬株式会社 59 ファン式害虫防除装置 フマキラー株式会社

20 防虫剤 日本動物薬品株式会社 60 害虫忌避剤 アース製薬株式会社

21 害虫忌避剤 住友化学工業株式会社 61 ファン式害虫防除装置 フマキラー株式会社

22 害虫忌避剤を保持した動物用衣料 寺岡　龍治 62 ファン式害虫防除装置 フマキラー株式会社

23 害虫忌避エアゾール フマキラー株式会社 63 液体蒸散害虫忌避剤 日本テクノプラザ株式会社

24 害虫忌避剤 住友化学工業株式会社 64 ファン式害虫防除装置 フマキラー株式会社

25 吸血害虫忌避剤 大正製薬株式会社 65 防虫忌避布地の製造方法 株式会社さが美

26 害虫忌避組成物 アース製薬株式会社 66
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

27 害虫忌避組成物 大日本除蟲菊株式会社 67 防虫剤及び防虫スプレー 高砂香料工業株式会社

28 害虫忌避剤 住友化学工業株式会社 68 害虫忌避剤 旭化成株式会社

29 害虫忌避組成物 大日本除蟲菊株式会社 69 害虫忌避剤 理研香料工業株式会社

30 虫避け・脱臭剤 日本動物薬品株式会社 70 節足動物忌避剤 住友化学工業株式会社

31 虫避け・脱臭剤 日本動物薬品株式会社 71 飛翔昆虫忌避剤 フマキラー株式会社

32 害虫忌避組成物 住友化学工業株式会社 72 刺咬性節足動物忌避剤 白井　良和

33 害虫忌避エアゾール アース製薬株式会社 73 害虫忌避組成物 住友化学工業株式会社

34 害虫忌避組成物 大日本除蟲菊株式会社 74 害虫忌避剤 住友化学工業株式会社

35 害虫忌避組成物 アース製薬株式会社 75
殺虫組成物の防虫網への加工方法と
殺虫組成物

三井化学株式会社

36
常温蒸散性薬剤の薬剤保持体並びに
それを用いた薬剤蒸散方法及び装置

フマキラー株式会社 76
ポリビニルアルコール系防虫繊維の製
造方法

株式会社クラレ

37 蚊取線香 アース製薬株式会社 77
忌避活性徐放性多孔質微粒子および
その用途

早瀬　智子

38 害虫忌避剤 住友化学工業株式会社 78
平胸類オイルまたはその活性画分を含
有する組成物およびそれら．．．

アグラクエスト，インコーポレ
イテッド

39
人体用忌避剤または動物用忌避剤に
おける忌避剤組成物並びにそれを用
いたスプレー製品、エアゾール製品

鈴木油脂工業株式会社 79
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

40 身体用虫忌避剤 日東化成工業株式会社 80
メンチル２－ピロリドン－５－カルボキシ
レートの、昆虫忌避剤としての使用

クエスト・インターナショナ
ル・ビー・ブイ

以上８０点収録
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