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1
自燃造形固体素材の高能率熱交換吸
引ガス化燃焼装置

小原　弥一 42 木質ペレットストーブの燃焼ポット 小幡　義盛

2 暖房装置 株式会社タカハシキカン 43 木質ペレットストーブの窓付き燃焼室 小幡　義盛

3
ペレットストーブおよびその運転制御
方法

中西　勉 44 木質ペレット燃焼装置 サンポット株式会社

4 ペレットストーブ 中西　勉 45 木質ペレット燃焼装置 金子農機株式会社

5 木質ペレット状燃料燃焼装置 サンポット株式会社 46 バイオマス燃料燃焼装置 金子農機株式会社

6 ペレット燃料燃焼装置 サンポット株式会社 47 木質ペレット燃料燃焼装置 金子農機株式会社

7 ペレット燃料燃焼装置 サンポット株式会社 48 木質ペレット燃焼装置 金子農機株式会社

8 ペレット燃料燃焼装置 サンポット株式会社 49 暖房装置 日本電気精機株式会社

9
木質ペレット状燃料燃焼装置の点火方
法

サンポット株式会社 50 木質バイオマス熱発生装置 和光機械工業株式会社

10 木質ペレット状燃料燃焼装置 サンポット株式会社 51 ペレットストーブ 有限会社シモタニ

11 木質ペレットストーブの燃焼部構造 小幡　義盛 52
木屑およびバイオマスペレット焚き燃
焼室のロストルの構造

オリンピア工業株式会社

12 燃焼装置 有限会社エム・ディ・エヌ 53 ペレット供給装置
株式会社サンキョウオル
ゴール

13 木質ペレットストーブの燃焼室 小幡　義盛 54 木質ペレット燃焼装置 金子農機株式会社

14 木質ペレットストーブ 小幡　義盛 55 燃焼装置 株式会社山本製作所

15 ペレットストーブ 株式会社山本製作所 56 燃焼装置 株式会社山本製作所

16 ペレットストーブの点火装置 株式会社山本製作所 57 燃焼装置 株式会社山本製作所

17
木質ペレット状燃料燃焼装置の消火方
法

サンポット株式会社 58 木質系材料の燃焼室構造 有限会社クリエイト・テーマ

18
木屑およびバイオマスペレット焚き全
自動燃焼炉

九州オリンピア工業株式会
社

59 燃焼装置 株式会社山本製作所

19 ペレットストーブの点火装置 株式会社山本製作所 60 固形燃料燃焼装置 ネポン株式会社

20 ペレットストーブ
株式会社　ツジイ　インダス
トリー

61 木質燃料燃焼装置 サンポット株式会社

21 固形バイオマス燃料の燃焼装置 平原　太慶夫 62 木質燃料燃焼装置 サンポット株式会社

22 木質ペレット状燃料燃焼装置 サンポット株式会社 63 バイオマス燃料給湯器 金子農機株式会社

23 暖房装置 有限会社近藤鉄工 64 安全ストーブ 百瀬　睦夫

24 木質系固形燃料供給装置 有限会社近藤鉄工 65 バイオマス燃料の着火方法 金子農機株式会社

25 ペレット燃焼器着火装置 小幡　義盛 66 木質ペレット燃料燃焼装置 金子農機株式会社

26
ペレット供給装置，燃焼容器，ペレット
ストーブ

株式会社　ツジイ　インダス
トリー

67 固体燃料燃焼装置
九州オリンピア工業株式会
社

27 ストーブ 鈴木工業株式会社 68
複数構成の積層可能な装置モジュー
ル

アジレント・テクノロジーズ・
インク

28
排煙処理装置、排煙処理装置付きス
トーブ

上野　正一 69 木質ペレット燃料燃焼装置 金子農機株式会社

29 ストーブ 明和工業株式会社 70 ペレットストーブ及び空気供給方法 積水ハウス株式会社

30 木質燃料暖房装置 松下電器産業株式会社 71 ストーブ用設置台 上杉　昌

31 木質燃料暖房装置 松下電器産業株式会社 72 ペレットストーブを備える建物 積水ハウス株式会社

32 木質燃料暖房装置 松下電器産業株式会社 73 ペレットストーブ用ペレットバーナー 阿▲蘓▼　武

33 加熱装置 清水　柳太郎 74 ストーブ 明和工業株式会社

34
木質固形燃料容器およびそれを用い
た木質固形燃料暖房装置

松下電器産業株式会社 75 固体燃焼物用燃焼装置
フルカワ・テクノロジィ株式
会社

35
木質固形燃料容器およびそれを用い
た木質固形燃料暖房装置

松下電器産業株式会社 76 木質ペレット焚きガンタイプバーナ オリンピア工業株式会社

36 燃料用ペレット及びその製造方法 有限会社近藤鉄工 77 暖房装置 有限会社共栄機工

37 暖房システム 有限会社近藤鉄工 78 ペレットストーブ用煤塵捕獲器 河西　広実

38
固体バイオマスの下方ガス化燃焼構造
からなる燃焼装置及び炭化炉・ガス化
炉

平原　太慶夫 79 ストーブ 鈴木工業株式会社

39 木質ペレットストーブの温風送出装置 小幡　義盛

40 燃焼装置
国立大学法人東京農工大
学

41
粒状物搬送機構及びこれを備えた燃
焼装置

有限会社エム・ディ・エヌ

以上７９点収録
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