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既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,8544 公開特許 ゴキブリ誘引毒餌剤の組成 平.5-9 62点 ￥24,600
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,9344 〃 ねずみ忌避剤の組成 平.5-13 71点 ￥17,800
No,9343 〃 カラス忌避剤の組成 平.5-13 60点 ￥15,000
No,9514 〃 蚊忌避剤の組成と製造加工方法 平.10-14 80点 ￥16,200
No,8498 〃 〃 平.5-9 81点 ￥33,400
No,8525 〃 家庭用ダニ防除剤の組成 平.5-9 65点 ￥26,800
No,9694 〃 ねずみ捕獲装置の構造 平.6-15 100点 ￥23,000
No,9695 〃 白蟻の検知駆除装置 平.6-15 99点 ￥23,000
No,9807 〃 米びつ用防虫剤の製造加工方法 平.7-16 79点 ￥19,800
No,9808(A) 〃 衣料用防虫剤の製造加工方法 平.7-11 73点 ￥24,000
No, 〃 (B) 〃 〃 平.12-16 78点 ￥26,000
No,8475 〃 犬猫等用忌避剤の組成 平.6-9 58点 ￥24,700
No,8489 〃 砂場用砂の殺菌浄化方法 平.5-9 62点 ￥23,300

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、Ｅメールまたは 郵便にてお送りください。ＦＡＸ・
（メール宛先：kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります）
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1 害虫・小動物捕獲器 アース製薬株式会社 40
ゴキブリ用毒餌収納容器およびそれを
用いたゴキブリ駆除方法

住化ライフテク株式会社

2 徘徊性害虫の捕獲装置 有恒薬品工業株式会社 41 ゴキブリ捕獲器及びゴキブリ取り出し体 吹田　哲夫

3 ゴキブリ捕獲器およびその製法 アース製薬株式会社 42 ゴキブリ捕獲器 網田　誠

4 ゴキブリ捕獲器 凸版印刷株式会社 43 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

5 ゴキブリ等、害虫捕獲器 石田　夏樹 44 ゴキブリ用捕虫器 株式会社大阪製薬

6 チャバネゴキブリ捕獲器
有限会社ヨコヤマコーポ
レーション

45 捕虫器 株式会社大阪製薬

7 ゴキブリ捕獲器 アース製薬株式会社 46 ゴキブリ取器 坂本　雄三

8 ゴキブリ取り器 渋沢　善郎 47 ゴキブリ等歩行性昆虫の駆除具 イカリ消毒株式会社

9 捕獲器
株式会社日本高度医療研
究会

48
不快害虫駆除装置及び不快害虫駆除
方法

ユシロ化学工業株式会社

10 昆虫誘引忌避装置 イカリ消毒株式会社 49 ゴキブリ捕獲容器 フマキラー株式会社

11 ゴキブリと鼠粘着捕獲装置 中西　博 50 ゴキブリ捕獲用具 山田　ひろみ

12 温熱を利用したゴキブリ捕獲器 篠原　直樹 51 家庭内小害虫捕獲具 武藤　雅洋

13 動物捕獲装置 藤崎　正典 52 ゴキブリハウスとバイバイマット 鎌田　すえ子

14 昆虫捕獲器 シマダ商事株式会社 53 虫捕獲器 和久　茂

15 動物捕獲装置 藤崎　正典 54 ゴキブリ捕獲器 福田　紘之

16 チャバネゴキブリの捕獲器 岩村　建二 55
チャバネゴキブリ捕獲器（以下虫と言
う）

佐伯　譲一

17 ゴキブリ捕獲器 鈴木　康之 56 薬剤収容容器 住化ライフテク株式会社

18 ゴキブリ捕獲器 鈴木　康之 57 害虫防除用容器 アース製薬株式会社

19 吸引捕虫機の補助具 小林修治 58 ゴキブリ捕獲器 奥　順吉

20
ユニット式ゴキブリ捕獲器及び捕獲ユ
ニット

吹田　哲夫 59 害虫用防除剤処理器 アース製薬株式会社

21 ネズミ・ゴキブリ等小動物捕獲器 イカリ消毒株式会社 60 ゴキブリ捕獲兼用駆除器 アース製薬株式会社

22 ゴキブリ等昆虫捕獲器 イカリ消毒株式会社 61
白蟻またはゴキブリのような害虫防除
材および害虫防除施工法

昭和鉱業株式会社

23 ネズミ・ゴキブリ等小動物捕獲器 イカリ消毒株式会社 62 ゴキブリ駆除装置 田村　なお子

24 ゴキブリ用疑似巣容器 株式会社タニサケ 63 ゴキブリ防除装置 アース製薬株式会社

25 害虫処理方法ならびに収納装置 有限会社沖縄名和電機 64 ゴキブリ捕獲器 浦崎　永哲

26 ゴキブリ捕獲器 森　弘 65 ゴキブリ用疑似巣容器 株式会社タニサケ

27 ゴキブリ捕獲器 佐伯　譲一 66 有害生物粘着捕獲器 アース製薬株式会社

28 ゴキブリ捕獲器 鈴木　康之 67 ゴキブリ毒餌剤容器 大日本除蟲菊株式会社

29 ゴキブリ捕獲器 フマキラー株式会社 68 ゴキブリ捕獲器 竹本　護

30 ゴキブリ捕獲器具 株式会社同通 69 ゴキブリ捕獲器 丸喜株式会社

31 ゴキブリ捕獲器 シマダ商事株式会社 70 ゴキブリ捕獲器 戸松　栄治

32 ゴキブリ捕獲装置 株式会社ミトンハウス 71 ゴキブリ捕獲器 株式会社東京企画販売

33 ゴキブリ駆除器 野嶋　實 72 害虫捕獲器 水野　俊一

34
人為的通路およびこれを用いた防虫
方法

イカリ消毒株式会社 73 捕虫器 株式会社グンゴー

35 温熱式ゴキブリ捕獲器 井本　真司 74 ゴキブリ瞬間吸引捕獲器 竹内　章二

36 ゴキブリ捕獲器 フマキラー株式会社 75 害虫捕獲機能付き殺虫剤遠隔噴射機 鳥居　教宗

37 ゴキブリ駆除方法及びその装置 田村　三郎 76 チャバネゴキブリ捕獲器 佐伯　譲一

38 ゴキブリ捕獲用容器 フマキラー株式会社 77 ゴキブリ捕獲器 佐伯　譲一

39 不快害虫捕獲用器具 田中　清 78 捕虫器 新井　進一

以上７８点収録

ゴキブリ捕獲器の構造　　　No.9980

[公開編]　　平成10年～平成17年（8年間）　　　78点
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