
株 式会社国際技術開発センター
東京都千代田区内神田１－３－４藤村ビル

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）

ニュースガイﾄﾞＮｏ， １０１２１ ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３

＜日本特許･実用新案明細書収録セット＞ ホームページ公開中！ http://www.itdc-patent.com

＊最新の特許情報が満載！

ねずみ忌避剤の組成
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成１４年～平成１８年（５年間） ６６点
(税込価格) (本体価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２４，２５５－ ￥２３，１００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２４，２５５－ ￥２３，１００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３５，７００－ ￥３４，０００－）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9344 公開特許 ねずみ忌避剤の組成 平.5-13 71点 ￥17,800
No,10119 〃 カラス忌避剤の組成 平.14-18 67点 ￥23,300
No,9343 〃 〃 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,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
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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 野生獣忌避剤
株式会社日本グリーンアン
ドガーデン

2 ネズミ忌避剤およびその製法
有限会社ウィンズ・プランニ
ング・サービス

37 動物の忌避剤および忌避方法 中西　利生

3 迷惑動物忌避剤 澤　　忠平 38 動物忌避剤 株式会社荏原製作所

4 忌避剤組成物 天野　　拓三 39
マイクロカプセルを含む多孔質病害生
物防除品

トッパン・フォームズ株式会
社

5 動物用忌避剤 大保香料株式会社 40 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

6 遮水防鼠ケーブル 日立電線株式会社 41
防蟻・防鼠材及びこれを用いた防蟻・
防鼠方法

大日本除蟲菊株式会社

7
防虫用ロープ、防虫用ロープ装置及び
防虫用ネット並びに簡易防虫装置

武川　眞美 42
保冷剤を再利用する方法及びそれに
用いられる保冷剤

株式会社ダイセロ販売

8 小動物用忌避具 堀重商事株式会社 43
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

9 カラス・ねずみ・防止ゴミ袋 森　勝暉 44 小動物忌避材及び小動物忌避方法 吉田　和弘

10
防鼠性合成樹脂製ケーブル保護管及
びそれを用いたケーブル布設方法

古河電気工業株式会社 45 農薬配合助剤組成物およびその使用
アジュバンツ　プラス　イン
コーポレイティド

11 光ファイバケーブル 旭硝子株式会社 46 防鼠ケーブル 北日本電線株式会社

12
建築用断熱材及びそれを用いた建築
用断熱パネル並びに建築用断熱材の
製造方法

株式会社大周建設 47 害動物忌避剤 松本　好明

13
ケーブル保護管並びにその布設方法
及び引込み方法

古河電気工業株式会社 48 ニームオイル乳化物の製法 飛島建設株式会社

14 薬剤徐放チューブ 有限会社美鈴商会 49 小動物忌避材及び小動物忌避方法 有限会社曽我商店

15 小動物忌避用具 株式会社テーイーエス 50 鳥獣忌避ネット
ユニチカファイバー株式会
社

16
防鼠剤を担持した高吸水性ポリマー微
粒子を含む防鼠剤組成物およびその
製法

トッパン・フォームズ株式会
社

51 食害防御用保護材 株式会社アルケー企画

17
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 52 粒状忌避剤
株式会社エンクラービジネ
ス

18 木酢液及び木酢液含有物 大友　一男 53 抗菌・防虫・忌避剤 三菱化学株式会社

19 齧害防止用電線保護管 名伸電機株式会社 54
有害獣用忌避材および有害獣の忌避
方法

第一工業製薬株式会社

20 動物咬害防止剤 高砂香料工業株式会社 55 防鼠用保護テープ 矢崎総業株式会社

21 固形状薬剤及びその製法 環境科学開発株式会社 56 防鼠ケーブル 矢崎総業株式会社

22 小動物用忌避材 岩田　尚久 57 鉄道用トラフ キョーワ株式会社

23 野生獣食害忌避剤 保土谷アグロス株式会社 58 小動物忌避剤 三共消毒商事株式会社

24
機能性成形体の製造方法及びこの方
法を用いて製造された機能性成形体

株式会社上田敷物工場 59
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

25
バイオマスの炭化分留方法およびその
生成物

有限会社　三創研究所 60 小動物忌避剤 星野　一善

26
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 61 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

27 鳥獣類の忌避液 株式会社エコ・プロダクツ 62 動物忌避性材質とその製造方法 株式会社バイオ

28 動物忌避剤及びその製造方法 岡本　清右衛門 63
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

29 漢方生薬等からなる小動物等忌避剤 片山　恵市 64 鼠の忌避材および防鼠具 日東セラコム有限会社

30 防鼠性能を有するグラスウール 河東田　恒夫 65
動物忌避組成物及び動物忌避スプ
レー

武川　眞美

31
病害生物防除剤を含有する電子写真
方式用トナー

トッパン・フォームズ株式会
社

66 ネズミ忌避剤 大阪化成株式会社

32 構造化濃縮深層水を用いた忌避剤 井高　英一

33 建造物開閉部の隙間封鎖機構 株式会社バーテック

34 モグラ・ネズミの忌避装置。 長田　道仁

35 防鼠材 宮本　元主 以上６６点収録
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