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1 害虫誘殺器 住友化学工業株式会社 40
ゴキブリ用喫食誘起性誘引剤の使用
方法

フマキラー株式会社

2 害虫駆除用毒餌剤 住友化学工業株式会社 41 ゴキブリの増殖防止剤
バイエル・アクチエンゲゼル
シヤフト

3 害虫駆除用毒餌剤 住友化学工業株式会社 42
匍匐害虫及び／又は害獣駆除用毒餌
剤並びに該毒餌剤を用いた匍匐害虫
及び／又は害獣駆除方法

フマキラー株式会社

4 木材害虫防除剤 武田薬品工業株式会社 43 ゴキブリ用殺虫餌剤の製法 久田　敦夫

5 害虫駆除用毒餌剤 住友化学工業株式会社 44 害虫誘引剤及び誘引毒餌剤 株式会社大阪製薬

6
ゴキブリ誘引剤と、これを用いたゴキブ
リ誘引・駆除剤及びゴキブリ誘引・駆除
用餌組成物

栗山　豊安 45 開放型のゴキブリ防除用ベイト剤容器 中外製薬株式会社

7 ゴキブリ誘引剤 アース製薬株式会社 46 害虫誘引性毒餌剤 有恒薬品工業株式会社

8 害虫駆除用毒餌剤 住友化学工業株式会社 47
ゴキブリ誘引剤、及びゴキブリ誘引方
法

イカリ消毒株式会社

9 ゴキブリ駆除用ホウ酸ダンゴの製法 祖父江　敏子 48 ゴキブリ用毒餌剤 アース製薬株式会社

10
ゴキブリに対して有効なバチルス・
チューリンギエンシス菌株

マイコーゲン　コーポレー
ション

49 ゴキブリ誘引剤 フマキラー株式会社

11
有害昆虫を制御するための組成物お
よび方法

バージニア　テック　インテ
レクチュアル　プロパティー
ズ，インコーポレーテッド

50 ゴキブリ用フラッシングアウト剤 アース製薬株式会社

12 害虫駆除用毒餌剤 住友化学工業株式会社 51 害虫駆除用誘引毒餌剤 大阪化成株式会社

13
害虫防除用毒餌剤、害虫誘引剤およ
び害虫の防除方法

アース製薬株式会社 52 害虫防除用毒餌剤 アース製薬株式会社

14 昆虫の誘引剤及び餌 日本製粉株式会社 53 害虫誘引性駆除剤 有恒薬品工業株式会社

15 ゴキブリの駆除方法 アース製薬株式会社 54 薬剤収容容器 住化ライフテク株式会社

16 ゲル状毒餌材及び毒餌剤容器 アース製薬株式会社 55 害虫防除用容器 アース製薬株式会社

17 毒餌組成物 大正製薬株式会社 56 フラッシングアウト増強方法 アース製薬株式会社

18 害虫駆除用毒餌剤 住友化学工業株式会社 57 ゴキブリ用毒餌剤 アース製薬株式会社

19 昆虫を誘引・防除する方法
ローヌ－プーラン・アグロシ
ミ

58 害虫駆除材 イカリ消毒株式会社

20 害虫駆除用水性ベイト剤 住友化学工業株式会社 59 害虫防除薬剤組成物 フマキラー株式会社

21 ゴキブリ殺虫餌剤の製法 久田　敦夫 60 ゴキブリ毒餌剤容器 大日本除蟲菊株式会社

22 ベイト剤 アース製薬株式会社 61 フラッシングアウト増強剤 アース製薬株式会社

23 ペースト状昆虫誘引毒餌剤 株式会社大阪製薬 62
水に敏感な殺虫剤を含んだ水ベース
の害虫用餌

イーコラブ　インコーポレイ
ティド

24
有害昆虫を防除するための組成物お
よび方法

バージニア　テック　インテ
レクチュアル　プロパティー
ズ，インコーポレーテッド

63 ゴキブリ用殺虫剤 原　明

25 ゴキブリ駆除組成物 住友化学工業株式会社 64 クロゴキブリ防除用毒餌剤 住友化学工業株式会社

26 ゴキブリ駆除組成物 住友化学工業株式会社 65 害虫駆除用毒餌剤 有恒薬品工業株式会社

27
ゴキブリのホウ酸水溶液飲料殺虫剤の
製法とその容器。

有限会社セキゼンスガ商会 66 ゴキブリ殺虫剤 株式会社タニサケ

28 害虫駆除用ベイト剤 日本化薬株式会社 67 アリ、ゴキブリ用食毒剤 シントーファイン株式会社

29 ゴキブリ誘引剤及び駆除剤 長谷川香料株式会社 68 害虫の誘引、摂食向上剤 アース製薬株式会社

30 害虫駆除剤 有恒薬品工業株式会社 69 害虫の誘引、摂食向上方法 アース製薬株式会社

31
匍匐害虫の防除器およびその防除方
法

フマキラー株式会社 70 ゲル状害虫駆除用毒餌剤 住友化学株式会社

32 害虫駆除用毒餌剤 有恒薬品工業株式会社 71
匍匐害虫駆除材及び匍匐害虫駆除方
法

住化ライフテク株式会社

33 害虫防除用ベイト剤 アース製薬株式会社 72 誘引剤 三洋化成工業株式会社

34
防虫組成物及びこれを使用した防虫
塗料

ケムコー　カンパニー　リミ
テッド

73 害虫駆除剤の撥水性固定散布方法
有限会社特許情報サービ
ス

35 ゴキブリ追放剤 マルニ産業株式会社 74
昆虫の誘引方法、昆虫の誘引剤及び
餌

日本製粉株式会社

36 ゴキブリ用喫食誘起性誘引剤 フマキラー株式会社 75
ペースト状害虫駆除剤、及びペースト
状害虫駆除剤入り容器

有限会社東紅

37 ゴキブリ用殺虫餌剤の製法 久田　敦夫

38 ゴキブリ用誘引組成物 永松　孝之

39 ゴキブリ誘引剤 日本たばこ産業株式会社 以上７５点収録

ゴキブリ誘引毒餌剤の組成　　　No.9979

[公開編]　　平成10年～平成17年（8年間）　　　75点
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