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白蟻の検知・駆除装置
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［公開編］平成６年～平成１５年（１０年間） ９９点
(税込価格)

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２４，１５０－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２４，１５０－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３５，７００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内 (本体価格)
No,9515 公開特許 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,8475 〃 犬猫等用忌避剤の組成 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,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,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,9285 〃 殺菌洗浄剤の組成法 平.12-13 61点 ￥15,700
No,9004 〃 〃 平.10-11 62点 ￥24,700
No,8436 〃 〃 平.8-9 71点 ￥29,800
No,8067 〃 〃 平.5-7 55点 ￥27,400
No,9605 〃 野生動物捕獲装置の構造 平.5-14 87点 ￥20,000
No,9418 〃 防獣フェンスの構造と施工法 平.4-13 80点 ￥17,900
No,9544 〃 防雪フェンスの構造と施工法 平.5-14 86点 ￥18,900
No,9469 〃 防風フェンスの構造と施工法 平.5-14 86点 ￥18,900

*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）

［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。
２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

お 申 込 書

会 社 名 ご 注 文 内 容
ﾆｭｰｽｶﾞｲﾄﾞNo，

CD-ROM版・Ｂ５製本版・一括購入
題 名

所 属 部 署

合計 ￥

担 当 者 名 E-mail

℡ （ ） FAx （ ）

住所 〒

※料金には別途送料がかかります。

http://www.itdc-patent.com


1 シロアリの検出および抑制のための系 バーバラ・エル・ソーン 40 シロアリ検知機 株式会社ダスキン

2
シロアリを監視および抑制する方法お
よび組成物

バーバラ・エル・ソーン 41 飛翔昆虫検知装置 イカリ消毒株式会社

3 白蟻調査方法 有限会社アリスエック 42 防白蟻システム
タームガード　プロプライア
タリ　リミテッド

4 白アリ駆除薬剤の散布システム 有限会社トレンドワン 43 白あり検出装置 シャープ株式会社

5 白蟻駆除装置 河島　一夫 44
白蟻センサーおよび白蟻侵入検知シ
ステム

イカリ薬品株式会社

6 ビルディング用再充填性白アリ障壁
アルバニー　インターナショ
ナル　コーポレイション

45
建物の床下及び天井の換気とオゾン
供給併用による害虫、害獣の防除装
置。

有限会社カガワコーポレー
ション

7 害虫駆除補助器具 竹林　一好 46 シロアリの食害検出方法及びその装置 株式会社サニックス

8 シロアリ用毒餌ブロック 株式会社三共消毒 47
シロアリ駆除箱及びシロアリの餌の製
造方法

上妻　健一

9 白ありの駆除方法
株式会社システムメンテナ
ンス

48 地中シロアリに対する防御システム ローヌ－プーラン・アグロ

10 白あり検出装置 シャープ株式会社 49 自走型探査及び作業ロボット 株式会社友清白蟻

11 白蟻食害検出センサー シャープ株式会社 50 食害計測端末装置 シャープ株式会社

12 シロアリ探知装置 イカリ消毒株式会社 51 害虫駆除用換気扇 株式会社的場電機製作所

13 自律走行型知能作業ロボット 西松建設株式会社 52
殺虫剤を使用しない木造家屋の床下
消毒方法

池田　穣

14
昆虫の生物的防除のための方法およ
び装置

エコサイエンス　コーポレイ
ション

53 しろありの検出システム
ジェイ　アイ　ペストン　プロ
プライエタリー　リミテッド

15 シロアリ用センサー シャープ株式会社 54
白蟻の防除方法およびその方法に用
いられる人工白蟻巣

山本　捷二

16 白ありセンサ シャープ株式会社 55 床下作業車 馬場　えい二

17 白蟻駆除用排気ガスホース 山林　久人 56 シロアリ生息確認装置 高坂　敏行

18 シロアリ駆除ブロック 株式会社三共消毒 57 白蟻センサ及び白蟻検知システム 東芝ケミカル株式会社

19 シロアリセンサー 株式会社三共消毒 58 白蟻センサ及び白蟻検知システム 東芝ケミカル株式会社

20 シロアリセンサー 株式会社三共消毒 59 床下消毒装置 宮腰　直和

21 白蟻警報装置 株式会社キャッツ 60 耐蟻性能の判定方法及び判定施設 林野庁森林総合研究所長

22 白あり検出装置 シャープ株式会社 61
白蟻の駆除装置と白蟻の駆除装置を
備える建物

コロナ工業株式会社

23 白あり検出装置 シャープ株式会社 62 防蟻装置 九栄電機株式会社

24 白蟻生息検知器 株式会社明治クリックス 63 擬似卵運搬による害虫駆除法 松浦　健二

25 害虫忌避装置 西武電機工業株式会社 64
白アリの要撃・惑殺システムとその使用
方法

ニモックス，デイヴィッド，
アール．，ザ　サード

26 シロアリ検知装置 イカリ消毒株式会社 65
害虫の監視用又は駆除のための方法
及び装置

ダウ・アグロサイエンス・エ
ル・エル・シー

27 白あり検出装置 シャープ株式会社 66 白蟻検出器 株式会社キャッツ

28 白蟻検出装置及び白蟻警報装置 株式会社キャッツ 67 害虫忌避装置 松下電器産業株式会社

29
シロアリの検知装置及びそれを利用し
た検知システム

株式会社サニックス 68 害虫防除装置 松下電器産業株式会社

30 白蟻の駆除方法 青柳　市郎 69 害虫忌避装置 松下電器産業株式会社

31 木材害虫検知機 イカリ消毒株式会社 70 害虫忌避装置 松下電器産業株式会社

32 白蟻検出装置 株式会社キャッツ 71 害虫忌避装置 松下電器産業株式会社

33 木材害虫検知機 イカリ消毒株式会社 72 床下診断ボックス ナギ産業株式会社

34 木材害虫検知機 イカリ消毒株式会社 73 シロアリ防除方法
株式会社エス・ディー・エス
バイオテック

35 シロアリの誘引装置 住化ライフテク株式会社 74 白蟻駆除装置
冨士高圧フレキシブルホー
ス株式会社

36 害虫管理の新規な方法および材料
ユニバーシティ　オブ　フロ
リダ　リサーチ　ファウン
デーション．．．

75
シロアリ駆除装置およびシロアリの駆除
方法

有恒薬品工業株式会社

37 白蟻検出方法 株式会社キャッツ 76 害虫忌避装置 松下電器産業株式会社

38 木造家屋のシロアリ駆除設備 鈴木　清 77 飛翔害虫の生息確認用器具 株式会社キャッツ

39 シロアリの検知方法及びその装置 株式会社サニックス 78
シロアリ駆除装置およびシロアリ駆除
方法

日東電工株式会社

以下２１点省略

白蟻の検知・駆除装置　　No.9695

[公開編]　　平成６年～平成１５年（１０年間）　　　９９点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥24,150    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥24,150　　　（全て税込価格）

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥35,700　）


