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1 消臭剤
シンコーホームサービス株
式会社

35 家畜動物用飼料添加剤 タマ生化学株式会社

2 飼料組成物 日本油脂株式会社 36
乳酸菌および酵母を利用した消臭材、
消臭液、飼料添加物および飼料添加
液並びにそれらの製造方法

汐見　修一

3 飼料添加物 太陽化学株式会社 37
家畜の排泄物の消臭方法、動物の排
泄物を消臭する食料および消臭剤

三井製糖株式会社

4 ペット用飼料及びその製造方法 株式会社ヤマヒサ 38
糞の改質処理方法、改質処理された
糞および糞を利用した発酵肥料

ニチモウ株式会社

5 飼料添加剤 日本農産工業株式会社 39 水溶性２量体鉄塩混入ペットフード 斎藤　光雄

6 消臭剤 全国農業協同組合連合会 40
抗菌用飼料添加剤及び該抗菌用飼料
添加剤を用いた抗菌方法

全肥商事株式会社

7 家畜又はペット用飼料 アサヒカーボン株式会社 41 動物用飼料添加物及び動物用飼料 日本ハム株式会社

8 餌料 三晶株式会社 42 抗菌作用を有する新規枯草菌 エーザイ株式会社

9 兎用餌料 ハイペット株式会社 43 排泄物用経口消臭剤 キッコーマン株式会社

10 アスパラス・リネアリス抽出物及び用途 アスゲン製薬株式会社 44
動物の排泄物からのにおいを減少させ
るための組成物

ウェザー・インコーポレー
テッド

11
家畜およびペット糞尿の無臭化用の飼
料添加剤

猿井　喜一郎 45 新規吸着剤 亘起物産有限会社

12
愛玩動物用菌処理飼料及びその製造
方法

日東紡績株式会社 46 ペット用消臭ドリンク 大野　秀隆

13 家畜糞尿消臭用細菌製剤 全国農業協同組合連合会 47
動物の排泄物の臭いを低減あるいは
消去する方法、その方法に使用する配
合剤およびその・・・

高砂香料工業株式会社

14 動物の糞尿のアンモニア臭低減方法
株式会社生物環境システム
工学研究所

48 動物糞尿消臭用飼料 株式会社太田胃散

15 複合微生物製剤 株式会社アース技研 49 ペットフ―ド 中嶋　文夫

16
麦飯石飼料、その製法、外傷皮膚炎
改善剤、入浴剤、消臭剤

株式会社ケンユウ 50
環境汚染負荷の逓減につながる添加
物及びその配合飼料

株式会社グリーンカルチャ
ア

17 糞尿脱消臭用発酵飼料 株式会社東洋発酵 51
便通、便の性状及び便臭改善剤、経
腸栄養食品、便臭改善効果を有する
飲食品及び飼料

株式会社クリニコ

18 プロポリス含有ペットフ－ド 株式会社日野樹脂 52 動植物等生物の育成方法と育成用水 株式会社野澤技研

19 動物用経口組成物 久保田　豊秋 53
麦飯石の精製加工法及びその精製品
の利用法

谷口　久義

20 消臭性飼料 全国農業協同組合連合会 54 悪臭抑制ペットフード 松下電器産業株式会社

21 消臭性飼料 株式会社ミズホ 55 ペット動物生理活性物質
ハートリー・オン・テラピー株
式会社

22
フェノール性化合物等の高分子化方
法及びその利用

昭和電工株式会社 56 動物糞尿臭消臭用飼料 株式会社太田胃散

23
ドコサヘキサエン酸エイコサペンタエン
酸　入り動物飼料用総合食品

森田　尚 57
植物乾留液固形化体からなる浴用剤
組成物

株式会社チャコ

24 動物用飼料 株式会社マルエス物産 58 消臭用飲料水 株式会社泰成商会

25
クロロフィラーゼ抑制剤、それを含む食
品、飼料及び化粧料

日本製粉株式会社 59 ペットフード
マーズ　ユー　ケー　リミテッ
ド

26 即席食用乾燥シリアル製品
ソシエテ　デ　プロデユイ
ネツスル　ソシエテ　アノニ
ム

60 糞尿消臭剤 ユニチカ株式会社

27 飼料添加物の製造方法 星野　直司 61 動物飼料 株式会社東洋新薬

28 家畜用消臭剤 長谷川　和雄 62 体臭抑制剤とその用途
株式会社林原生物化学研
究所

29
ペットの悪臭消去用組成物及びその使
用方法

株式会社科学飼料研究所 63
糸状菌含有アンモニア臭消臭用飼料
添加物

株式会社科学飼料研究所

30 植物性糞尿消臭剤 株式会社東洋発酵 64 ペット用青汁含有加工品 有限会社グリーンライフ

31 新規吸着剤 亘起物産有限会社 65
悪臭を低減する作用を有する組換え
微生物

小林　茂樹

32
Ｌ－アスコルビン酸－２－リン酸亜鉛塩
及びその製造方法

昭和電工株式会社 66 動物用食品 大木　亨

33 家畜用飲料 アピ株式会社 67 珪酸活性化飼料の製造法 小原　弥一

34
植物性粗繊維質を主成分とするドック
フード及びその製造方法

高島　晃 68 ペットフード又は飼料 花王株式会社

以下２４点省略
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