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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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1 防虫パテ及びシーリング材 シントーファイン株式会社 38 防蟻材及びこれを用いた防蟻方法 大日本除蟲菊株式会社

2 防蟻剤及びその使用方法 日本農薬株式会社 39 シロアリ忌避剤 有限会社キセイテック

3 シロアリ防除用ベイト 大日本除蟲菊株式会社 40
シロアリ防除シート及びこのシートを使
用した建築基礎構造

丸和バイオケミカル株式会
社

4
シロアリ殺虫剤及びシロアリ殺虫性材
料

株式会社日本衛生センター 41
調湿剤及び調湿剤の使用方法、並び
にシロアリ防除剤及びシロアリ防除剤
の使用方法

株式会社トピックス

5
揮散制御収納体入りゲル状樹脂成形
体

第一工業製薬株式会社 42 木質資材加害節足動物防除剤 住友化学工業株式会社

6 白蟻防除剤及び白蟻防除剤の製法 日本白蟻防除有限会社 43
白蟻またはゴキブリのような害虫防除
材および害虫防除施工法

昭和鉱業株式会社

7 木材害虫防除剤 武田薬品工業株式会社 44 木材保存組成物 シントーファイン株式会社

8 木材保存剤 武田薬品工業株式会社 45 シロアリ用食毒剤 シントーファイン株式会社

9 忌避剤 有限会社アイテック 46 白蟻防御施工建造物
エイエフエム・コーポレー
ション

10 シロアリ防除剤 八洲化学工業株式会社 47 シロアリ防除剤 住友化学工業株式会社

11 シロアリ抑制法
ローム　アンド　ハース　カ
ンパニー

48
ゲル状樹脂成形体組成物並びに揮散
性ゲル状包装薬剤及びその製造方法

第一工業製薬株式会社

12
隙間充填用組成物およびその施工方
法

サンスター技研株式会社 49 シロアリ忌避木材及びその製造方法 科学技術振興事業団

13 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

50 シロアリ防除用コーティング組成物 株式会社ペイントハウス

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

51
シロアリ用防除組成物および当該組成
物を用いたシロアリ防除方法

シントーファイン株式会社

15
サリチル酸エステル化合物を含有する
木材害虫防除剤

吉富ファインケミカル株式
会社

52 シロアリ駆除用毒餌剤 有恒薬品工業株式会社

16
シロアリ侵入防止剤およびシロアリ侵
入防止方法

フクビ化学工業株式会社 53 建築用調湿防蟻塗料 株式会社トピックス

17 シロアリ防除剤 住友化学工業株式会社 54 シロアリ防除方法 シントーファイン株式会社

18 シロアリ防除剤 住友化学工業株式会社 55 防蟻材料及びそれによる防蟻方法 株式会社ザイエンス

19
昆虫忌避材料及びフラボノイド誘導体
の抽出方法

株式会社コシイプレザービ
ング

56 家屋害虫防除用組成物及び防除方法 石原産業株式会社

20
動物及び有害昆虫の駆除及び忌避剤
並びに徐放材

住環境向上樹木成分利用
技術研究組合

57
シロアリ防除材料、シロアリ防除剤、及
び、シロアリ防除剤の使用方法

株式会社トピックス

21
ヒノキチオール含有マイクロカプセルの
使用方法

株式会社トピックス 58 シロアリ防除方法 シントーファイン株式会社

22 節足動物忌避剤 住友化学工業株式会社 59 シロアリ駆除用毒餌剤 住化ライフテク株式会社

23
床下害虫防除材およびその製造法と
床下害虫防除施工法

昭和鉱業株式会社 60
シロアリ防除剤及びシロアリの防除方
法

石原産業株式会社

24 シロアリ防除剤 谷田貝　光克 61
白蟻忌避用加工木材及び木材処理方
法

西川商事株式会社

25 徐放性の消臭抗菌防虫ワックス 毛利　久美子 62 忌避剤 旭化成ケミカルズ株式会社

26 調湿兼シロアリ防除具 株式会社日本衛生センター 63
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

27
防蟻用薬液組成物および白蟻侵入防
止方法

フクビ化学工業株式会社 64 シロアリ防除剤 住友化学株式会社

28 床下用断熱材 武田薬品工業株式会社 65 建築物床下のシロアリ防除構造 有限会社シンク・セラー

29 建材等の防腐防蟻剤 谷田貝　光克 66
シロアリ防除方法及びそれに用いるシ
ロアリ誘導ガイド

株式会社サニックス

30 木材保存剤 武田薬品工業株式会社 67
シロアリの殺虫、成育抑制方法及びシ
ロアリの殺虫、成育抑制容器

株式会社日本衛生センター

31
害虫防除製剤およびそれを用いた害
虫防除方法

日東電工株式会社 68
抗菌・抗カビ効果を有するシロアリ防除
剤

有限会社　アクアサイエンス

32 シロアリ嗜好物 武田薬品工業株式会社 69 建築物床下のシロアリ防除構造 有限会社シンク・セラー

33 アリ防除剤 アース製薬株式会社 70 住環境改善塗料及びその使用方法 株式会社トピックス

34 薬剤徐放チューブ 有限会社美鈴商会 71 白蟻忌避剤とコンクリート捨て型枠材 株式会社アサヒケミカ

35 白蟻防除用粒剤及び白蟻防除方法
株式会社コシイプレザービ
ング

72 シロアリ防除方法 シントーファイン株式会社

36 シロアリ用食毒剤 シントーファイン株式会社 73
シロアリ防除容器、装置およびシロアリ
防除方法

シントーファイン株式会社

37 シロアリの建築物への進入阻止方法 住化ライフテク株式会社 以下９点省略

白蟻忌避防除剤の組成　　　No.9978
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