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1 収納物飛散遊具 清家　祥一 44 クラッカー 株式会社カネコ

2 クラッカー 株式会社フジカ 45 クラッカー 株式会社カネコ

3
ポリビニルアルコール系樹脂組成物お
よび成形物

株式会社クラレ 46 キャンドル装置 株式会社田中務補商事

4
生分解性樹脂を用いた打揚げ花火用
玉皮、及びその製造方法

秋田県 47
点火時にハート型の炎を発生する花火
付き蝋燭

株式会社ライトスタッフ

5
煙火用玉皮、割薬、星、およびこれら
の製造方法、並びに煙火

株式会社カネカ 48 玩具花火の包装用具 井上玩具煙火株式会社

6 クラッカー 株式会社カネコ 49 玩具花火 井上玩具煙火株式会社

7
玩具煙火用スプリング装着構造および
それを備えた玩具煙火

三州火工株式会社 50 クラッカー発射装置 株式会社スナミヤ

8
打ち上げ花火用玉皮およびその製造
方法

三木　久治 51 火薬を利用した火災報知の方法 岡本　安弘

9 玩具花火 井上玩具煙火株式会社 52 室内や庭で観賞できる超ミニ打上花火 重井　晴雄

10 大型クラッカー 株式会社カネコ 53 コハク酸系エステル類の製造方法
独立行政法人産業技術総
合研究所

11 発射筒 株式会社カネコ 54 玩具花火 井上玩具煙火株式会社

12 クラッカー 株式会社カネコ 55 低カロリー花火を用いた手筒煙火 岩瀬　篤

13 火工材料 イギリス国 56 砲身内の掃除具 湘南技研株式会社

14 折りたたみ式着火器 株式会社東海 57 手動発光玩具 株式会社ティーショット

15 折りたたみ式着火器 株式会社東海 58
花火打揚方法、花火打揚プログラム及
び花火打揚システム

株式会社イケブン

16 折りたたみ式着火器 株式会社東海 59 打上花火用揚げ薬組成物 株式会社ロックス・ジャパン

17 パイロ等の花火水中格納用水密容器 株式会社オリエンタルランド 60 クラッカー 株式会社ルミカ

18 クラッカー発射装置 株式会社スナミヤ 61 鳥獣への威嚇音発生具 松丸　敏

19 有害鳥獣駆除玩具 民安　記一 62
鳥獣撃退装置並びにこの装置を使用
した鳥獣撃退システム

津村　正好

20 線香 坂口　史治 63 連発爆竹の不発防止方法 岡本　安弘

21 玩具花火包装体 株式会社スターマイン 64 演出装置およびその演出方法 松尾　高弘

22 電気煙火点火器用の自動間取機 株式会社金子花火 65
香料成分を有するクラッカー及びその
製造方法

葛城煙火株式会社

23 クラッカー 株式会社フジカ 66 ボトル型クラッカー 株式会社カネコ

24 防犯用標識弾発射装置 株式会社カネコ 67 パーティーポッパー キム、ハクリャン

25
クラッカー及びクラッカー用筒体並び
にクラッカーの製法

株式会社フジカ 68 有害動物威嚇具 後藤　幸雄

26 発射器具 株式会社フジカ 69 打ち上げ花火の防水蓋 太田　静雄

27 発射器具 株式会社フジカ 70 造形花火の構造 黄兆振

28 スパークラー 井上玩具煙火株式会社 71 煙火用蓋紙及び煙火筒 太田　静雄

29 クラッカー 株式会社カネコ

30 有害鳥獣威嚇装置 山木　久

31 保護シート 段　克史

32
クラッカー付き遊技器具及び発射装置
付き遊技器具

株式会社フジカ

33
作動装置、動物撃退装置及び動物撃
退システム

相羽　東湖

34 発煙筒付ランドセル 小川　清吉

35 発炎筒 日本カーリット株式会社

36 玩具煙火 三州火工株式会社

37 打ち上げ花火台 出嶋　重六

38 花火の支持装置 黄▲い▼志

39 防犯用品 石神　敦隆

40 モグラ撃退装置 タイガー株式会社

41 カード類 株式会社カネコ

42 クラッカー 株式会社カネコ

43 パイロ等の花火水中格納用水密容器 株式会社オリエンタルランド 以上７１点収録
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