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(税込価格) (本体価格)

￥３１，５００－ ￥３０，０００－
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(本体価格)

No,10274 公開特許 平.14 - 19 76点 ￥30,000

No,10268 　　　〃 平.10-平.19 99点 ￥30,000

No,10267 　　　〃 平.10-平.19 100点 ￥30,000

No,10266 　　　〃 平.10-平.19 99点 ￥30,000

No,10276 　　　〃 平.14-平.19 73点 ￥30,000

No,10275 　　　〃 平.14-平.19 79点 ￥27,700

No,10127 　　　〃 平.15-平.18 68点 ￥24,700

No,9597 　　　〃 平.10-平.14 91点 ￥26,400

No,10120 　　　〃 平.14-平.18 81点 ￥28,300

No,9327 　　　〃 昭.5-平.13 82点 ￥20,500

No,9695 　　　〃 昭.6-平.15 99点 ￥23,000

No,9694 　　　〃 昭.6-平.15 100点 ￥23,000

No,9980 　　　〃 平.10-平.17 78点 ￥23,400

No,9851 　　　〃 平.13-平.16 74点 ￥25,900

No,9228 　　　〃 昭.5-平.12 78点 ￥27,800

No,9934 　　　〃 平.16-平.17 68点 ￥24,600

No,9672 　　　〃 平.14-平.15 68点 ￥20,000

No,9285 　　　〃 平.12-平.13 61点 ￥15,700

No,9004 　　　〃 平.10-平.11 62点 ￥24,700

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、ＥメールまたはＦＡＸ・郵便にてお送りください。
（メール宛先： kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります）

［CD-ROM版はＰＤＦファイルにしおりリンク機能、Ｂ５製本版はＢ５サイズ･目次製本済みです。

 ニュースガイドNo,

 題名

合計 ￥

 E-mail:

 TEL: FAX:

住所：〒

                     〃

                     〃

レジオネラ菌の殺菌・防除剤

                     〃

殺菌洗浄剤の組成法

                     〃

                     〃

白蟻の検知･駆除装置

ねずみ捕獲装置の構造

ゴキブリ捕獲器の構造

無農薬・有機栽培法と資材

微生物によるダイオキシンの処理方法

                     〃

油分解菌と微生物処理方法

畜糞乾燥装置の構造

畜糞炭化装置の構造

畜糞焼却装置の構造

残留農薬測定法と装置

既刊関連セットのご案内

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

残留農薬処理法と処理剤

家畜の消毒・殺菌・防疫方法
[公開編]平成12年～平成21年（10年間）　　99点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０５０１

お   申   込   書

※料金には別途送料がかかります。

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）
ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３      

担当者名

所属部署名

会社名 ご注文内容

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入



1 衛生用自動噴霧消毒装置 三和サービス株式会社 34 豚舎と豚体（生体）の洗浄消毒 昆野　宅男

2 室内殺菌、脱臭方法及び装置 新興商事株式会社 35 消毒および殺菌用水溶液 日宝化学株式会社

3 ブロイラー等の洗浄方法及び装置 新興商事株式会社 36
遠心噴霧装置付き換気扇、送風扇等
の農畜産用扇

フルタ電機株式会社

4
動物用生物素材及び飼料並びに植物
用薬剤

株式会社タキ生物科学研
究所

37 オゾン水供給装置と流体混合装置 株式会社リガルジョイント

5 天然物由来殺菌剤 王子製紙株式会社 38 コロナウィルス用消毒剤 株式会社ジェイシーエス

6 車両等の病原菌持ち込み防止法 株式会社ロールクリエート 39 養豚方法および養豚施設 松村  栄治

7 牛蹄保護製剤 白石カルシウム株式会社 40
固形物品の殺菌装置、ヨウ素ガス発生
装置

関東天然瓦斯開発株式会
社

8 屋外用薬剤拡散装置 フマキラー株式会社 41 殺菌固形物品、固形物品の殺菌方法
関東天然瓦斯開発株式会
社

9 天然物由来殺菌剤 王子製紙株式会社 42 殺菌方法および殺菌装置 株式会社フジタ

10 バンコマイシン耐性腸球菌用殺菌剤 岩井  一夫 43 養鶏方法 ネイチャーズ  株式会社

11 ハエ類の防除方法 武田薬品工業株式会社 44
二酸化チタンによる、光触媒式動植物
保護剤

猿田志岐農産有限会社

12 殺菌剤組成物 三菱瓦斯化学株式会社 45 自動足浴装置および自動足浴方法 ヴァンダー  ヴィーン  リック

13 殺菌剤組成物 三菱瓦斯化学株式会社 46 消毒組成物
ベッキス  インダストリーズ
リミテッド

14 殺菌・発酵処理システム 富田  実 47 家畜、家禽用添加剤 有限会社東セラ

15 殺菌剤組成物 三菱瓦斯化学株式会社 48 薬剤耐性菌感染防除剤 コンビ株式会社

16
オゾンを利用した畜舎の脱臭装置およ
び脱臭方法

小倉  睦夫 49
粒状消石灰の製造方法及びこの方法
により得られる粒状消石灰

菱光石灰工業株式会社

17
安定化された液状珪酸炭酸塩消毒剤
の製造方法

ネル  バイオテック  カンパ
ニー  リミテッド

50
軽質粒状消石灰の製造方法及びこの
方法により得られる軽質粒状消石灰

菱光石灰工業株式会社

18
ヨウ素－シクロデキストリン包接化物の
顆粒およびその製造方法

日宝化学株式会社 51 病原体感染抑制剤 有限会社ジーレム研究所

19
家畜小屋で飼育される動物の排泄物
の処理方法及びこの方法を実施する
ための装置

シュルツェ・ヴェッテンドル
フ，クリストフ

52 低温乾式殺菌方法および装置
株式会社アドテック  プラズ
マ  テクノロジー

20
超小型オゾン貯蔵運搬具並びにその
使用方法

渡辺  聡 53 エアークリーナーおよび隔離装置 株式会社なちゅえんす

21 抗菌剤 日宝化学株式会社 54 殺菌・消臭の手法 佐野  義美

22 自動車用消毒剤噴射装置
東北海道いすゞ自動車株
式会社

55
高病原性トリインフルエンザ（ＨＰＡＩ）の
予防に対して使用するヒバ油あるいは
ヒノキチオールを添加あ・・・

有限会社イムノバックス・
ジャパン

23
厩舎の敷材の乾燥、殺菌および脱臭
装置

有限会社アオイ商事 56
畜産用器具および畜産用器具への太
陽光供給システム

財団法人電力中央研究所

24 口蹄疫の予防治療薬 田中藍株式会社 57 抗酸化環境下での殺菌法 滝  善樹

25 畜舎の蒸気加熱消毒方法 株式会社丸文製作所 58
殺菌水生成装置及び方法，殺菌消臭
装置及び方法並びに殺菌水

伊藤  英雄

26 殺菌剤組成液及び殺菌方法 三菱瓦斯化学株式会社 59 鳥インフルエンザウイルス不活化剤 日宝化学株式会社

27 牛舎等の畜舎で使用される無人車両
レリー  ホールディング  ア
クテェンゲゼルシャフト

60
殺生物剤：殺菌剤、防腐剤、消毒剤及
び駆虫剤としてのジアルキルケトンペ
ルオキシドの使用

ネオケミカル  デザロージョ
ス  アバンサードス，ソシエ
ダ  アノニマ

28 牛舎等の畜舎で使用される無人車両
レリー  ホールディング  ア
クテェンゲゼルシャフト

61 流体処理方法及び流体処理装置 ベンラッド・アクチボラゲット

29
畜舎または牧草地で使用される無人
車両

レリー  ホールディング  ア
クテェンゲゼルシャフト

62
動物の飼育舎管理方法とオゾン水製
造装置

株式会社リガルジョイント

30 滅菌方法
ザ・レジェンツ・オブ・ザ・ユ
ニバーシティー・オブ・カリ
フォルニア

63 車両消毒装置 ヨシダエルシス株式会社

31 哺乳動物、特にウシの蹄の処置方法
ヘンケル－エコラープ・ゲゼ
ルシャフト・ミット・ベシュレン
クテル・ハフツング・ウ・・・

64
動物の飼育実験施設から排出される
汚染物質の処理装置

有限会社イートロン

32
二酸化塩素並びに二酸化塩素剤によ
り除菌した飲料水の家畜への給与

助川化学株式会社 65
鳥インフルエンザ・狂牛病などの感染
阻止対処方法

有限会社フジカ

33 生産施設の除菌方法及び装置 シャープ株式会社 66 家畜消毒方法及び家畜消毒装置 松村  栄治

以下33点省略

家畜の消毒・殺菌・防疫方法　　　No.10501

[公開編]　　平成12年～平成21年（10年間）　　　　99点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥31,500    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥31,500　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥47,250　）


