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1 防虫性シート 花王株式会社 45 ダニ捕獲器 渡辺　秀夫

2 ダニ捕獲検知シート 日東電工株式会社 46 防虫剤兼除湿剤 株式会社大阪製薬

3 ダニ捕獲検知シート 日東電工株式会社 47 ダニ捕獲用ケース及びダニ捕獲用具 日東電工株式会社

4
昆虫病原性糸状菌を用いた害虫駆除
方法およびこれに用いる害虫駆除用
製剤

日東電工株式会社 48 薬剤担持資材 富士化学株式会社

5 防虫材及びその製造方法 株式会社大阪製薬 49
防カビ防虫剤組成物および防カビ防
虫製剤

エステー化学株式会社

6 防ダニシート 住友化学工業株式会社 50 加熱蒸散害虫防除方法 住友化学工業株式会社

7
低発泡エチレン重合体樹脂積層ダニ
忌避性シート

ポーレン化学産業株式会
社

51 薬剤揮散装置 大日本除蟲菊株式会社

8 防虫シート 住友化学工業株式会社 52 皮膚ダニ捕捉用皮膚パックシート 山本　邦博

9 防ダニシート 花王株式会社 53 加熱蒸散殺虫方法 大日本除蟲菊株式会社

10 防ダニシート 住友化学工業株式会社 54 ダニ検知捕獲シート 株式会社サンケン

11 液状防虫剤含有防虫材の製造方法 株式会社大阪製薬 55 薬剤揮散装置 大日本除蟲菊株式会社

12
通気性防虫シートおよび通気性防虫
包装袋ならびに製造方法

株式会社アラミック 56 防ダニシート 八洲化学工業株式会社

13 防虫シート及びその製造方法 和歌山県 57 防虫フィルムの製造方法 三星綜合化學株式會社

14 殺虫剤組成物及び殺虫材 株式会社大阪製薬 58 防虫乃至殺虫材及びその製造方法 株式会社大阪製薬

15 防ダニシート 住友化学工業株式会社 59 防虫剤用包材及び防虫剤包装体 大日本印刷株式会社

16 両面表示機能付き防虫器 株式会社大阪製薬 60 防虫シート オカモト株式会社

17 匍匐性害虫防除方法 住友化学工業株式会社 61 防虫シートおよび防虫シートシャッター 松山産業株式会社

18 浄化槽用害虫防除シート 住友化学工業株式会社 62 調湿兼シロアリ防除具 株式会社日本衛生センター

19 防虫剤 株式会社白元 63 防虫シート 積水化学工業株式会社

20 防虫剤 株式会社白元 64 穀物類の虫除け剤 株式会社アラミック

21 薬剤揮散性シート 住友化学工業株式会社 65 穀物類の虫除け剤 株式会社アラミック

22 衛生シート 有限会社エコナカジマ 66 有効期間表示機能付き防虫材 株式会社大阪製薬

23 防虫消臭脱臭シート フマキラー株式会社 67 防菌防カビ防虫シート
モルテックトータルサービ
ス・ジェイ株式会社

24
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 68 防ダニシート 凸版印刷株式会社

25
抗菌、防カビまたは防虫粘着性断熱シ
―ト

株式会社　中本 69
忌避活性徐放性多孔質微粒子および
その用途

早瀬　智子

26 防虫シ―ル 株式会社サンラベル 70 防虫カバー 大日本除蟲菊株式会社

27 動物用殺虫櫛 アース製薬株式会社 71 防黴防虫シート 株式会社ツボイ

28
栽培用害虫防除シート及びこの害虫
防除シートを用いた栽培方法

瀬川　守

29
害虫捕獲材およびそれを用いた害虫
捕獲方法

住友電気工業株式会社

30
孔を有する成形紙容器及び防虫剤包
装体

大日本印刷株式会社

31 薬剤蒸散剤 フマキラー株式会社

32 薬剤保持体 フマキラー株式会社

33 殺虫シート 株式会社瀬沼大誠堂

34 防虫シート チッソ株式会社

35 防虫シート チッソ株式会社

36 害虫忌避テープ及びシート ニチバン株式会社

37 薬液含有材 株式会社大阪製薬

38 屋内塵性ダニ防除剤 フマキラー株式会社

39 防ダニ除湿シート フマキラー株式会社

40 蓬入り繊維シート 佐野　誠一

41
衣類等用シワ発生防止材及び衣類等
用シワ発生防止機能付き防虫材

株式会社大阪製薬

42 携帯型飛翔害虫防除装置 フマキラー株式会社

43 衣類用防虫ほこりよけシート 株式会社大阪製薬

44 衣類保護シート 株式会社白元 以上７１点収録
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