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No,9344 公開特許 ねずみ忌避剤の組成 平.5-13 71点 ￥17,800
No,9514 〃 蚊忌避剤の組成と製造加工方法 平.10-14 89点 ￥16,200
No,8498 〃 蚊忌避剤の組成と製造加工方法 平.5-9 81点 ￥33,400
No,9343 〃 カラス忌避剤の組成 平.5-13 60点 ￥15,000
No,8475 〃 犬猫等用忌避剤の組成 平.6-9 58点 ￥24,700
No,9513 〃 ゴキブリ忌避剤の組成 平.10-14 74点 ￥14,800
No,8490 〃 〃 平.5-9 73点 ￥28,600
No,9515 〃 防虫シート材の製造加工方法 平.10-14 71点 ￥14,200
No,8473 〃 〃 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,9605 〃 野生動物捕獲装置の構造 平.5-14 87点 ￥20,000
No,9418 〃 防獣フェンスの構造と施工法 平.4-13 80点 ￥17,900
No,9544 〃 防雪フェンスの構造と施工法 平.5-14 86点 ￥18,900
No,9469 〃 防風フェンスの構造と施工法 平.5-14 86点 ￥18,900
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1 ねずみ捕獲処理装置 イカリ消毒株式会社 47
小動物捕獲用粘着剤の現場施工用塗
布機

シマダ商事株式会社

2
ねずみ搬送方法およびねずみ捕獲装
置

イカリ消毒株式会社 48 鼠捕獲具 イカリ消毒株式会社

3 捕獲器 泓本　浩 49 ネズミ捕獲器 小嶋　昭吉

4 使い捨て捕鼠器 加藤　誠軌 50 鼠類捕獲具 シマダ商事株式会社

5 小動物捕獲装置 吉垣　幸作 51 ネズミ捕獲器 小嶋　昭吉

6 ネズミ捕獲容器 小野　晃 52 水槽式鼠取り器 萩原　康彦

7 ネズミ捕り台紙 三共消毒商事株式会社 53 ねずみ捕獲器のシャッター開閉装置 小椋　力雄

8 ネズミ捕り等の粘着台紙 有限会社コニシビスコ 54 ねずみ取り 株式会社ムッシュ

9 ネズミ捕り粘着台紙 株式会社三共消毒 55 小動物捕獲器 南条　秀夫

10 ネズミ取りフラット粘着台紙 シマダ商事株式会社 56 鼠取り器並びに鼠取り装置 東京シャシ株式会社

11 捕獲器 泓本　浩 57 粘着式ねずみ取り 株式会社ムッシュ

12 ねずみ捕獲装置 イカリ消毒株式会社 58
シート状基材の粘着剤塗布面の波形
形成装置

シマダ商事株式会社

13 粘着式ねずみ取り器 池田　正巳 59 小動物捕獲器 新林　敏行

14 粘着ねずみ取り 株式会社ムッシュ 60 ねずみ捕獲装置 内海　吾介

15 粘着ねずみ取り 株式会社ムッシュ 61 ネズミ捕獲用粘着シ―ト 株式会社　オフィスイマジン

16 粘着ねずみ取り 株式会社ムッシュ 62 ネズミ捕獲器 フマキラー株式会社

17 ねずみ用粘着捕獲器 アース製薬株式会社 63 小動物捕獲器
株式会社ビーエスアイ生物
科学研究所

18 ねずみ捕獲器 佐藤　正則 64
縦、斜めでも折り畳めるネズミ取りシー
ト

福井　康太

19 ねずみ獲り篭 栗山　勝 65 傾斜式鼠捕獲器 矢崎　典生

20 ネズミ連続捕殺装置 萩森　裕 66 ねずみ取り 株式会社ムッシュ

21 ねずみ捕獲器 片桐　万雄 67
ねずみ捕獲装置及びねずみ捕獲管理
装置

株式会社サニックス

22
小動物捕獲器用カバー及びこれを用
いた小動物捕獲方法

土井　誠也 68 ねずみ捕獲器 株式会社安田商会

23 ネズミ捕り器 山平　新吾 69 ねずみ捕獲器 甲斐野　弘

24 有害動物捕獲器とその使用法 株式会社トクヤマ 70 鼠類捕獲具 シマダ商事株式会社

25 ねずみ検出装置 イカリ消毒株式会社 71 ねずみ捕獲器 アース製薬株式会社

26 粘着式ねずみ取り キング化学工業株式会社 72
ねずみ捕獲装置及びねずみ捕獲管理
装置

株式会社サニックス

27 ねずみ捕り器 阪野　史朗 73 ネズミ等の捕獲器 フマキラー株式会社

28 粘着ネズミ取りにおける組立ハウス シマダ商事株式会社 74 ネズミ捕獲器 坂本　静雄

29 連設に適したネズミ捕り粘着台紙 シマダ商事株式会社 75 ネズミの捕獲駆除方法 小椋　力雄

30 ネズミ用捕獲箱 シマダ商事株式会社 76 鼠捕獲器 守部　郁夫

31 衛生環境保持システム イカリ消毒株式会社 77 ネズミ取り器 海老江　将勝

32 小動物捕獲具 イカリ消毒株式会社 78
ネズミ、ハツカネズミ等を捕らえる方法
及び器具

レンナウ　ペル

33 ネズミ捕獲箱 日本曹達株式会社 79 鼠取り器 長谷川　博

34 小動物捕獲装置 吉垣　幸作 80 ねずみ取り器 長島　玲子

35 鼠類捕獲具 シマダ商事株式会社 81 ネズミ等の小動物捕獲装置
株式会社日本環境美化協
会

36 ネズミ捕り粘着台紙 シマダ商事株式会社 82 ねずみ取り器 太田　和敏

37 ねずみ捕獲器 片桐　万雄 83 ねずみ捕獲器 甲斐野　弘

38 粘着捕獲具 イカリ消毒株式会社 84 ネズミ取り器 鈴木　久男

39 ねずみ捕獲器 小椋　力雄 85 粘着式ネズミ捕り用具 三枝　修二

40
ネズミ捕殺方法、及び連続自動ネズミ
捕殺装置

岩見　肇人 86 粘着式ねずみ取り器 永井　敏之

41 動物捕獲装置 藤崎　正典 87 ねずみ取り器 野田　等

42 ネズミ取り器 小海　剛 88 ねずみ捕獲装置 林　明漢

43 鼠捕獲器 守部　郁夫 89 ねずみ捕獲器 小槇　利春

44 小動物を捕獲しかつ殺す罠 ハンソン、イェーラン 90 ねずみ等の捕獲器 甲斐野　弘

45 動物捕獲装置 藤崎　正典 91 鼠類捕獲具 シマダ商事株式会社

46 鼠捕獲具 八木　哲郎 以下９点省略

ねずみ捕獲装置の構造　　No.9694
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