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No,9343 公開特許 カラス忌避剤の組成 平.5-13 60点 ￥15,000
No,9976 〃 犬猫等用忌避剤の組成 平.10-17 70点 ￥24,500
No,8475 〃 〃 平.6-9 58点 ￥24,700
No,9344 〃 ねずみ忌避剤の組成 平.5-13 71点 ￥17,800
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,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,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,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,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,9870 〃 野生動物撃退方法と装置 平.7-16 100点 ￥27,400
No,9605 〃 野生動物捕獲装置の構造 平.5-14 87点 ￥20,000
No,9694 〃 ねずみ捕獲装置の構造 平.6-15 100点 ￥23,000
No,9693 〃 発音式鳥獣撃退装置 平.6-15 99点 ￥23,000
No,9692 〃 磁気式鳥類飛来防止装置 平.6-15 100点 ￥23,000
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1
動物及び有害昆虫の駆除及び忌避剤
並びに徐放材

住環境向上樹木成分利用
技術研究組合

36 鳥獣類の忌避具 北原　上雄

2 増粘ゲル状組成物 昭和電工株式会社 37 鳩用忌避剤
有限会社広島県環境サー
ビス

3 動物用忌避剤 大保香料株式会社 38 害動物忌避剤 松本　好明

4 小動物用忌避具 堀重商事株式会社 39 カラス対策商品 真重　卓雄

5 カラス・ねずみ・防止ゴミ袋 森　勝暉 40 小動物忌避材及び小動物忌避方法 有限会社曽我商店

6 動物忌避装置 株式会社アイリス 41 鳥害防止ポリマー碍子 日本碍子株式会社

7 鳥類忌避具 有限会社医療化学 42 鳥獣忌避ネット
ユニチカファイバー株式会
社

8 カラス退治用ゴミ袋の加工システム 株式会社サンワ 43
ペレット状動物忌避剤及び動物忌避ご
み袋ならびにその製造法

アリスケミカル株式会社

9 小生物排除液 今中　ひろみ 44 ゴミ袋
株式会社　アイアンドエル
ヤマダ

10 不滅性フォーム生成用スプレー 英昌化学工業株式会社 45
鳥獣忌避剤及び該鳥獣忌避剤を噴霧
するために用いる噴霧器

有限会社梅原製作所

11 ゴミ袋 有限会社　アドバンク 46
銅イオン等、金属イオン水を基盤とす
る害鳥獣類忌避剤。銅イオン等、金属
イオンを含有する形成体による…

株式会社ディファイ

12
芳香粒剤その他の揮発性粒剤の収納
シート

キソ化成産業株式会社 47
写真廃液利用鳥獣忌避剤及び写真廃
液の再利用方法

富士写真フイルム株式会社

13
鳥獣害防除用フロアブル製剤及びそ
の製造方法

ヤシマ産業株式会社 48 忌避シート 有限会社こうすい

14 動物咬害防止剤 高砂香料工業株式会社 49 カラス対策ゴミ袋 福原　律子

15 固形状薬剤及びその製法 環境科学開発株式会社 50 マルチ収納容器 佐藤　賢吉

16 小動物用忌避材 岩田　尚久 51 鳥獣類忌避器具及び方法 ＣＢＣ株式会社

17 動物忌避機能付きごみ袋 森本　重男 52
耐鳥害性防水層保護塗料およびその
塗膜の形成方法

日本特殊塗料株式会社

18 動物忌避剤 中村　温子 53 鳥類忌避剤
バイエルクロップサイエンス
株式会社

19 防護用シート 長瀬産業株式会社 54 カラスの忌避具 谷口　和彦

20
植物および構造物の表面から鳥を防
止する方法

アルキオン　ライフ　サイエ
ンシズ　リミテッド　ライアビリ
ティ　カンパニー

55
樹木等の凍害等に対する防御塗料及
び樹木等の防御方法

武川　眞美

21
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 56 ゴミ袋 三井化学ファブロ株式会社

22 鳥獣類の忌避液 株式会社エコ・プロダクツ 57
小動物忌避用組成物および小動物忌
避用シート

星野　一善

23 鳥類の忌避方法 株式会社インテリムジャパン 58 小動物忌避剤 星野　一善

24 動物忌避剤 株式会社石井製作所 59 徐放性防獣鳥物質及びその利用製品
三菱化学エムケーブイ株式
会社

25 動物忌避剤及びその製造方法 岡本　清右衛門 60
ごみ袋用唐辛子含有熱可塑性樹脂組
成物及びごみ袋

ライオン株式会社

26
木酢ゼリー入りポリ袋による忌避、消臭
剤

株式会社フォーラム・ドゥ 61 鳥忌避用ラベル 株式会社アスク

27 カラス避けウッドビネガー 相馬　輝雄 62
唐辛子からカプシノイド化合物を抽出
分離する方法及び唐辛子抽出物

山本　秀樹

28 構造化濃縮深層水を用いた忌避剤 井高　英一 63
カラスやネコが嫌がるセンブリ煎じ液を
水糊に混入した噴霧液。

小川　鐵男

29 鳥類の忌避スプレー 英昌化学工業株式会社 64 害鳥忌避剤及びその使用方法
荏原エンジニアリングサー
ビス株式会社

30 動物忌避剤 株式会社荏原製作所 65
ゲル状樹脂成形体組成物及び揮散性
ゲル状包装薬剤

第一工業製薬株式会社

31 有害動物による食害の防御用保護材 株式会社アルケー企画 66
動物忌避組成物及び動物忌避スプ
レー

武川　眞美

32
害鳥忌避性銅合金、害鳥忌避資材、
及び鳥害を防止する方法

広島化成株式会社 67 鳥類の忌避具 株式会社リックス

33
含浸シート及びこの含浸シートを用い
た水きり袋及びごみ袋

武川　眞美

34
木酢液及びその製造方法並びに木酢
液を利用した駆除剤、忌避剤

株式会社アプロット

35 唐辛子を使ったゴミネット
株式会社遊歩クリエイト・
ジャパン 以上６７点収録
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