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27 竹炭入りシートの製造方法 竹炭サークル株式会社

1 外熱による植物材の乾留炭化炉
社団法人高知県産業技術
バンク 28 木酢液および竹酢液含有化粧料 芳村良雄

2 殺虫・殺菌剤の製造方法 小林　幸雄 29 培地，微生物資材およびそれらの製造
方法

山口　吉郎

30 角質取り 曽我部　俊教

3 畜肉加工食品用抗菌剤 日本油脂株式会社 31 絹のブラシ 有限会社シファーズ

4 竹酢精製液の製造方法及びその使用
方法

武川　眞美 32 肉質改善用飼料添加剤及びその利用
方法

株式会社科学飼料研究所

5 竹笹等の植物体を原料とする酢酸製
造方法

伊徳　行 33 木質廃棄物の燃焼による有用物質の
製造方法

大塚　照實

6 竹材等を原料とした炭等の製造方法
及びその装置

板井築炉株式会社

34 コーヒーグランドに木酢液を添加して
得られるスモーキング剤の製造方法

魔法株式会社

7 竹微粉末、超微粉末の製造方法及び
脱臭抗菌剤

竹泉産業株式会社 35 発酵肥料の製造方法
有限会社小林環境科学研
究所

36 木酢液または竹酢液の製造方法およ
びその装置

井上　昌太

8 竹材等の乾留方法 板井築炉株式会社 37 竹酢液の処理方法及びその処理装置 立花バンブー株式会社

9 代替農薬 株式会社コーケン 38 マルチング材 株式会社山都屋

10 土壌改良材およびその製造方法 樋脇精工株式会社 39 雑草の発芽抑制剤 九州耐火煉瓦株式会社

11 飼料添加剤 有限会社アイテック 40 携帯性健康寝具 カワノ工業株式会社

41 農園芸用交雑育種発病防止剤 有限会社岡山応用化学

12 竹材等の処理方法 板井築炉株式会社 42 育毛剤 株式会社キリン堂

43 竹酢液の製造方法 國府　俊則

13 消臭剤及びその製造方法並びに臭気
の除去方法

株式会社タケックス 44 炭素繊維の製造方法およびそれに
よって得られた炭素繊維

株式会社イーテック

14 竹酢液或いは木酢液を使用した脱臭
剤及び殺菌剤

株式会社神仙堂 45 動物忌避塗料及びそれを塗布した物
品

有限会社日本テクモ

15 竹酢・木酢液の処理方法 四国特品販売株式会社 46 室内空間加湿用雰囲気療法剤 鈴木　国和

16 根菜エキスおよびその製造方法 青木　和江 47 フィルター装置 公成商事株式会社

17 生鮮野菜、果実及び生花の鮮度保持
剤及びその製造方法並びに．．．

株式会社タケックス 48 竹酢等の抽出方法及び装置 有限会社瀬戸内工業

49 塗料組成物
株式会社カーボマックス
ジャパン

18 真菌および白癬菌皮膚・粘膜感染症
治療剤

株式会社ベンチャーコント
ロール 50 カビ，ダニ防除シート及びその利用方

法。
三好　清雄

19 消臭素材 伊藤　信雄

20 有用微生物群入り籾殻燻炭生ごみ処
理剤

入口　道夫 51 消臭剤、消臭器具、消臭防黴剤または
消臭防黴器具

有限会社大牟田工芸セン
ター

21 繊維製品とその製造方法 株式会社ツーウイン 52 土壌の殺菌殺虫改良及び作物成長促
進方法

山岡　正登

22 抗菌・抗藻性高分子材料組成物 株式会社長野三洋化成 53 抗菌消臭テープ製剤 帝國製薬株式会社

23 ペットの悪臭消去用組成物及びその使
用方法

株式会社科学飼料研究所 54 生鮮食品の下敷きマット 株式会社イーテック

24 土壌調整剤
有限会社サンアートエクス
テリア 55 抗酸化物及び抗酸化物組成物並びに

その製造方法
株式会社　タケックステクノ

56 過熱水蒸気を熱源とする乾留方法及
びその装置

豊田テクノ株式会社

25 竹部材製置物 竹炭サークル株式会社 57 重金属溶出抑制材および土木材料の
重金属溶出抑制方法並びに．．．

財団法人石炭利用総合セ
ンター

58 芳香剤 有限会社松林産業

26 枕充填材とその製造方法 日本編物工業株式会社 以下１４点省略
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日　本　特　許　公　開　　　平成１０年

登　録　実　用　新　案　　　平成１０年
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