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1
新規シクロプロパンカルボン酸エステ
ル及びこれを含有する衣料用防虫剤

株式会社クラレ 1 衣料用防虫剤 住友化学工業株式会社

2
アミド化合物を有効成分として含有す
る忌避性衣類用防虫剤

フマキラー株式会社 2 衣料用防虫剤 日本精化株式会社

3
繊維害虫忌避剤および繊維害虫忌避
方法

エステー化学株式会社 3 エステル化合物 住友化学工業株式会社

4
衣類保存用炭酸ガス発生装置及び該
装置を用いた衣類保存方法

株式会社白元 4 衣類用薬剤包装体 株式会社ニトムズ

5
繊維害虫の成虫忌避剤および繊維害
虫の成虫忌避方法

エステー化学株式会社 5 エステル化合物 住友化学工業株式会社

6 防虫剤 株式会社大阪製薬 6 エステル化合物 住友化学工業株式会社

7 防虫剤組成物 大日本除虫菊株式会社 7
エステル誘導体混合物及びそれを有
効成分とする有害生物防除剤

住友化学工業株式会社

8 防虫剤組成物 大日本除虫菊株式会社 8 衣料害虫防除剤 住友化学工業株式会社

9 衣類害虫用防虫剤 フマキラー株式会社 9 衣料用防虫剤 住友化学工業株式会社

10 防虫剤組成物 大日本除虫菊株式会社 10 衣料用防虫剤 住友化学工業株式会社

11 粒状防虫材 株式会社大貴 11 エステル化合物 住友化学工業株式会社

12 衣類用防虫剤 エステー化学株式会社 12 含フッ素エステル化合物 住友化学工業株式会社

13 防虫剤組成物 大日本除虫菊株式会社 13 衣料害虫防除剤 住友化学工業株式会社

14 衣類害虫用防虫剤 フマキラー株式会社 14 防虫剤組成物 エステー化学株式会社

15
繊維製品用の耐洗濯性吸血害虫忌避
剤

大和化学工業株式会社 15
衣類用害虫防除剤および収納家具部
材

アース製薬株式会社

16 防虫剤用インジケーター 大日本除虫菊株式会社 16 防虫剤兼除湿剤 株式会社大阪製薬

17 防虫剤セット 積水化学工業株式会社 17
引き出し及び衣装ケース用防虫剤入
れ容器。

水野　滋

18 衣料用防虫剤 住友化学工業株式会社 18 薬剤揮散器及びインジケータ エステー化学株式会社

19 抗菌効果を有する衣料用害虫忌避剤 日華化学株式会社 19 衣料用防虫剤 日本精化株式会社

20 防虫剤 小林製薬株式会社 20
繊維害虫成虫忌避剤および繊維害虫
成虫忌避方法

エステー化学株式会社

21 衣料用殺虫、防虫剤 勝田　純郎 21
繊維害虫卵孵化抑制剤および繊維害
虫卵孵化抑制剤組成物並びにこれら
を用いる防虫方法

エステー化学株式会社

22 固型徐放剤組成物およびその製造法 エステー化学株式会社 22 衣料用防虫剤 住友化学工業株式会社

23 期間表示機能付防虫材 三菱製紙株式会社 23
防カビ防虫剤組成物および防カビ防
虫製剤

エステー化学株式会社

24 衣料用防虫剤組成物 大日本除虫菊株式会社 24
衣類の防虫方法およびそれに用いら
れる衣類用防虫剤

フマキラー株式会社

25 フレーク状防虫剤組成物の製造方法 株式会社大阪製薬 25 衣類害虫用ベイト剤 アース製薬株式会社

26 繊維製品用ダニ忌避剤 大和化学工業株式会社 26
害虫による繊維製品の食害を防止する
方法及びそのための剤

住友化学工業株式会社

27 表示材料 三菱製紙株式会社 27 衣料の防虫方法 住友化学工業株式会社

28
防虫性を有する合成樹脂布帛及びそ
の製造法

大和化学工業株式会社 28 衣類害虫用防虫剤 アース製薬株式会社

29
二塩基酸ジアルキルエステルによる生
活害虫忌避剤

大和化学工業株式会社 29 衣料用害虫防除剤 フマキラー株式会社

30 防虫加工繊維及び防虫加工繊維製品 福助株式会社 30 防虫乃至殺虫材及びその製造方法 株式会社大阪製薬

31 防虫剤組成物 株式会社大阪製薬 31 衣料の防虫方法 住友化学工業株式会社

32 殺虫、防虫剤 大日本除虫菊株式会社 32 防虫剤 高砂香料工業株式会社

33
ヒドラジン誘導体を含有する繊維害虫
防除剤及びそれを用いる繊維処理方
法

日本化薬株式会社 33 防虫剤容器及びその成形体 フマキラー株式会社

34 衣類用防虫剤容器 凸版印刷株式会社 34 有効期間表示機能付き防虫材 株式会社大阪製薬

35 防虫剤組成物 住友化学工業株式会社 35 防虫能表示機能性防虫剤 フマキラー株式会社

36 防虫シート及び防虫袋 ムサシ化工株式会社 36 防虫カバー 大日本除蟲菊株式会社

37 防虫剤容器用シート 凸版印刷株式会社 37
害虫による繊維製品の食害を防止する
方法及びそのための剤

住友化学工業株式会社

38
防虫ペレットならびにこれを用いた防
虫方法

大日本除蟲菊株式会社 38 衣料用防虫剤 住友化学工業株式会社

39 組合せ防虫剤 積水化学工業株式会社 39 薬剤揮散容器及びインジケーター エステー化学株式会社
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