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No,9515 〃 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,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,8475 〃 犬猫等用忌避剤の組成 平.6-9 58点 ￥24,700
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,9807 〃 米びつ用防虫剤の製造加工方法 平.7-16 79点 ￥19,800
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No,8489 〃 砂場用砂の殺菌浄化方法 平.5-9 62点 ￥23,300
No,9694 〃 ねずみ捕獲装置の構造 平.6-15 100点 ￥23,000
No,9695 〃 白蟻の検知・駆除装置 平.6-15 99点 ￥23,000
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1
ピレスロイド化合物およびそれを有効
成分として含有する有害生物防除剤

住友化学工業株式会社 36 忌避剤を含有する液体洗浄剤 株式会社アサヒペン

2 ヒョウヒダニの忌避剤
有限会社　はっとり・メディカ
ル・サービス

37 敷設材及びその使用方法 株式会社トピックス

3 ヒノキチオール水溶液の製造方法 有限会社西清 38 ペット用基布およびペット用構造物 東レ株式会社

4
エチレングリコール誘導体及び有害生
物防除剤

宇部興産株式会社 39 ダニ防除剤 花王株式会社

5 ダニ防除用薬剤
丸和バイオケミカル株式会
社

40
平胸類オイルまたはその活性画分を含
有する組成物およびそれら組成物の
昆虫忌避剤としての使用方法

アグラクエスト，インコーポレ
イテッド

6 抗菌防カビ防虫性ワックス及び塗膜 旭化成株式会社 41 ベンザゾール化合物およびその使用
ノバルテイス・アクチエンゲ
ゼルシヤフト

7 防ダニ組成物 住友化学工業株式会社 42 害虫防除塗料 大和化学工業株式会社

8 屋内ダニ類の防除薬剤 宇部興産株式会社 43 防虫樹脂組成物 大和化学工業株式会社

9 忌避剤 有限会社アイテック 44 防ダニ樹脂組成物 住友化学工業株式会社

10 エステル化合物およびその用途 住友化学工業株式会社 45 防ダニ樹脂組成物 住友化学工業株式会社

11
エステル化合物、その用途およびその
製造中間体

住友化学工業株式会社 46 屋内ダニ防除用殺ダニ剤 大日本除蟲菊株式会社

12
精製木酢液、および精製木酢液で処
理された繊維製品

吉谷　ゆかり 47
Ｎ置換インドール誘導体を含有するダ
ニ防除剤

日本化薬株式会社

13
石英斑岩を主原料とした加工溶液並
びにこの加工溶液により加工した加工
シート及び加工糸

株式会社スワン 48 固形状薬剤及びその製法 環境科学開発株式会社

14
有害生物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

49
加水発熱剤の発熱制御方法及び発熱
制御された組成物

ライオン株式会社

15 屋内塵性ダニ類防除剤
吉富ファインケミカル株式
会社

50 害虫忌避剤揮散組成物 ジョンソン株式会社

16 アミジン化合物およびその用途 住友化学工業株式会社 51 エステル化合物およびその用途 住友化学工業株式会社

17 樹皮の特性を有する不織布 株式会社椿本チエイン 52 マイクロカプセル 株式会社クラレ

18
フラボノイドアルデヒドを含有する忌避
剤

プロガード・インコーポレイ
テツド

53 ダニなどの防除剤とその製造方法 具志堅　勉

19
殺家屋塵ダニ類組成物およびそれを
使用する方法

チャーチ　アンド　ドワイト
カンパニー　インコーポレイ
テッド

54 エステル化合物およびその用途 住友化学工業株式会社

20 防ダニシート 八洲化学工業株式会社 55
防ダニ効果を発現する脂環式ジエステ
ル類、および当該脂環式ジエステル類
を含有する繊維ならびに繊維構造物。

大和化学工業株式会社

21 貝殻粉末を用いた繊維製品 株式会社トーチライフ 56
害虫駆除用スプレー組成物およびそ
の製造法

株式会社ナチュラルネット
ワーク

22 害虫忌避剤 旭化成株式会社 57 害虫忌避シートおよびその製造方法 小松精練株式会社

23 屋内塵性ダニ防除剤 住友化学工業株式会社 58 害虫忌避枕 住友化学工業株式会社

24 衣料用仕上げ剤 市川　眞隆 59 害虫忌避足バンド 住友化学工業株式会社

25 屋内塵性ダニ防除剤 住友化学工業株式会社 60
天然精油衛生害虫忌避剤およびその
用途

早瀬　智子

26 節足動物忌避剤 住友化学工業株式会社 61
忌避活性有機高分子微粒子およびそ
の用途

早瀬　智子

27
エステル化合物およびそれを有効成
分として含有する有害生物防除剤

住友化学工業株式会社 62
屋内性ダニ防除剤、屋内性ダニ防除
組成物及び屋内性ダニ防除樹脂組成
物

大阪化成株式会社

28 天然環境浄化剤及びその処理方法
株式会社大林環境技術研
究所

63 殺菌性繊維材料及びその製造方法
独立行政法人産業技術総
合研究所

29 昆虫飼育用ダニ防除組成物 シントーファイン株式会社 64 ダニ忌避マットおよびその製造方法 株式会社フレスコ

30
エステル化合物およびそれを有効成
分として含有する有害生物防除剤

住友化学工業株式会社 65 ダニの活動抑制剤 花王株式会社

31 防ダニシート 凸版印刷株式会社 66 害虫忌避用フィルム 王子通商株式会社

32 物品用害虫忌避剤 東洋ビューティ株式会社 67 ダニ忌避用組成物およびダニ忌避剤 高砂香料工業株式会社

33 害虫忌避性皮膚外用剤 東洋ビューティ株式会社 68
防虫性、防ダニ性および静菌性のある
消臭性組成物

エスポ株式会社

34 害虫防除剤 旭化成株式会社 69
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

35
忌避活性徐放性多孔質微粒子および
その用途

早瀬　智子 以下１９点省略

ダニ忌避防除剤の組成　　　No.9977
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