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1
動物・微生物等への阻害付与方法並
びに阻害付与物

サンスター株式会社 38 害虫忌避剤 佐藤　直彦

2
ＡＩＴ放出制御製剤、その製造方法お
よびその用途

レンゴー株式会社 39 動物忌避剤 ヒカリ電工株式会社

3
イソチオシアン酸アリル製剤用の基
剤、組成物、製造方法

レンゴー株式会社 40 コクゾウ虫忌避組成物 大和化学工業株式会社

4
動物忌避性光硬化成形物および有害
動物の忌避方法

株式会社京都カリタス 41
ハナミョウガ属植物含有難揮発性成分
より成る防虫剤および酸化防止剤

有限会社さんにん

5 揮散性化合物の徐放性組成物 レンゴー株式会社 42 貯穀害虫駆除組成物 住友化学工業株式会社

6 害虫防除剤 株式会社あらむや 43 防虫防カビ組成物 大和化学工業株式会社

7 害虫忌避剤 日本油脂株式会社 44 米の虫除け剤容器 株式会社アラミック

8 防虫剤 フマキラー株式会社 45 貯蔵穀物の保存剤 大和化学工業株式会社

9 食品の品質保存剤 株式会社アラミック 46 米に虫が着かない 海老原　信也

10
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 47 忌避剤組成物 天野　　拓三

11 防虫シート及びその製造方法 和歌山県 48 節足動物忌避剤 住友化学工業株式会社

12 抗菌防虫方法と抗菌防虫剤 有限会社アックス 49
機能性粘着組成物およびそれを用い
た機能性粘着材

菊水テープ株式会社

13 機能性樹脂成形物 寺岡　龍治 50 害虫忌避剤 住友化学工業株式会社

14
食品包装用防虫加工紙および食品包
装箱

共同印刷株式会社 51 穀物類の虫除け剤 株式会社アラミック

15 環境にやさしい徐放性昆虫忌避装置
テネコ・パッケージング・イン
コーポレーテッド

52 穀物類の虫除け剤 株式会社アラミック

16 米びつ防虫具 キング化学株式会社 53 虫のつかない米びつ及び取付具 株式会社レーベン

17 コクゾウムシ忌避剤 株式会社サナ 54
害虫忌避機能を有する食品用包装容
器

凸版印刷株式会社

18 害虫忌避剤 住友化学工業株式会社 55 展示物の害虫駆除方法 有恒薬品工業株式会社

19 米びつ 株式会社アラミック 56
忌避活性徐放性多孔質微粒子および
その用途

早瀬　智子

20 防虫消臭脱臭シート フマキラー株式会社 57 好気性発酵処理法 株式会社クラレ

21 コクゾウ虫忌避組成物 大和化学工業株式会社 58 貯穀害虫忌避用紙 王子通商株式会社

22 害虫忌避剤 住友化学工業株式会社 59
マヌカ油を含有する有害節足動物防
除剤

住友化学工業株式会社

23 穀類の殺虫、忌避剤 蝶理株式会社 60
簡易防虫装置及びその製造方法並び
に簡易防虫装置の使用方法

武川　眞美

24 制菌、抗菌性に優れた抗菌剤 金印わさび株式会社 61 殺虫性組成物 科学技術振興事業団

25 防虫剤組成物 エギョン産業株式会社 62 新規ナリンゲニン誘導体及びその用途 科学技術振興事業団

26
メトキシメチル化ポリアミドおよび２－ヒ
ドロキシエチルメタクレートを含有した
ゲル状組成物

寺岡　龍治 63 揮散性薬剤含有粘着シート状物 レンゴー株式会社

27 害虫防除材 積水化学工業株式会社 64 防虫剤容器 アース製薬株式会社

28 防虫加工紙及び食品包装箱 共同印刷株式会社 65 揮散性薬剤収納容器 アース製薬株式会社

29 動物用忌避剤 ヒカリ電工株式会社 66
昆虫忌避性塗工液及びそれからなる
層を有する昆虫忌避性積層体

レンゴー株式会社

30
害虫忌避効果を有する穀物保存用の
包装袋及び接着剤に関するもの

三木理研工業株式会社 67
ゲル状樹脂成形体組成物並びに揮散
性ゲル状包装薬剤及びその製造方法

第一工業製薬株式会社

31 害虫忌避剤 有限会社幸徳商事 68 米びつ防虫具 キング化学株式会社

32 徐放性複合体およびその二次製品 株式会社京都カリタス 69
簡易防虫装置及び簡易防虫装置の使
用方法

武川　眞美

33
抗菌防虫性粘着テープ、タックシール
と両面テープ

早瀬　学 70
天然精油衛生害虫忌避剤およびその
用途

早瀬　智子

34 忌避剤およびその製造方法 天野　　拓三 71
忌避活性有機高分子微粒子およびそ
の用途

早瀬　智子

35 害虫忌避用粉粒物 ゆめじん有限会社 72 害虫防除剤
株式会社ユタカファーマ
シー

36
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 73
害虫忌避シート、害虫忌避シートの製
造方法、食品用包装材および食品用
包装体

リンテック株式会社

37 動物忌避剤 ヒカリ電工株式会社 74
穀物・乾物用防虫剤及び穀物・乾物害
虫の防虫方法

エステー化学株式会社
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