
株式会社国際技術開発センター
東京都千代田区内神田１－１５－６藤井第二ビル

 ＜日本特許･実用新案明細書収録セット＞                                    ホームページ公開中！ http://www.itdc-patent.com

＊最新の特許情報が満載！

(税込価格) (本体価格)

￥２１，０００－ ￥２０，０００－

￥２１，０００－ ￥２０，０００－

￥３１，５００－ ￥３０，０００－

(本体価格)

No,10308 登録・公開 平.19-20 82点 ￥24,700

No,10049       〃 平.17-18 83点 ￥24,900

No,9791       〃 平.15-16 76点  ￥19,700

No,9460       〃 平.13-14 72点  ￥16,500

No,9056       〃 平.11-12 70点  ￥20,700

No,8578       〃 平.9-10 80点  ￥23,000

No,8068 公告・公開 平.7-8 88点  ￥23,700

No,7767       〃 平.5-6 75点  ￥21,300

No,7500       〃 平.3-4 61点  ￥19,700

No,7027       〃 平.1-2 68点  ￥21,000

No,7842 公開特許 平.4-6 106点  ￥29,600

No,7840 公告特許 昭.60-平.6 67点  ￥19,700

No,7873 公告・公開 平.2-6 98点  ￥23,900

No,6881       〃 昭.62-平.1 113点  ￥25,700

No,6012       〃 昭.59-61 113点  ￥24,600

No,7665 公開特許 平.2-5 63点  ￥25,300

No,6786       〃 昭.59-平.1 69点  ￥24,200

No,7762 公告特許 昭.54-平.5 83点  ￥29,000

No,9071(A)       〃 平.7-12 73点  ￥20,000

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、ＥメールまたはＦＡＸ・郵便にてお送りください。
（メール宛先： kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります）

［CD-ROM版はＰＤＦファイルにしおりリンク機能、Ｂ５製本版はＢ５サイズ･目次製本済みです。

 ニュースガイドNo,

 題名

合計 ￥

 E-mail:

 TEL: FAX:

住所：〒

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

               〃

既刊関連セットのご案内

線香の製造加工方法と装置

               〃

発熱剤組成物

               〃

               〃

線香の製造加工方法と装置
[登録・公開編]平成21年～平成22年（2年間）　　72点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０５７４

お   申   込   書

               〃

               〃

香炉と線香立ての構造

               〃

ローソクの製造加工方法と製品

               〃

※料金には別途送料がかかります。

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）
ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３      

線香の製造加工方法と製品

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

香炉と焼香装置の構造

担当者名

所属部署名

会社名 ご注文内容

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入



1 線香立て用治具 湯澤  民彌 46 着色線香用組成物 ダイワ化成株式会社

2 渦巻線香保持台 みのり苑株式会社 47 香炉 株式会社ライフ

3 香炉構造体 株式会社八木研 48 芳香剤及びこれを含有する組成物 ライオン株式会社

4 玩具花火又は線香用の点火装置 井上玩具煙火株式会社 49 渦巻き薫香用支持具 株式会社日本香堂

5 香燻体等取付用装飾具 若林  秀治 50 灰均し 高橋  節子

6 線香 フマキラー株式会社 51 蓋付き容器 有限会社  エヌシークラフト

7 墓前用被点火供物立て 川村  茂 52 蓋付き容器 有限会社  エヌシークラフト

8 成形薫香とその製造方法 株式会社春興社 53 桜香のお香および製造方法
地方独立行政法人青森県
産業技術センター

9 琥珀成分含有剤の製造方法 澤口  希能 54 芳香装置 株式会社日本アルミ

10 灸具 株式会社システムテクニカ 55 線香の点火と経文読み上げ装置。 宮澤  勝次

11 葬祭用香炉 株式会社デベロ 56 搬送装置 トキワ工業株式会社

12 線香燃焼器 斉藤  昌久 57 回転灰均し器 高橋  節子

13 おが粉製造装置 有限会社三和 58 レーザー光による香気蒸散装置 株式会社トリニティ

14 墓用線香立て 百鳥  富彦 59 リンゴ香の線香
地方独立行政法人青森県
産業技術センター

15 線香点火兼用消炎器 坂本  一克 60 線香転倒防止具 丸山  照登

16 束線香 株式会社新香 61 屋外線香着火缶詰 林  禎三

17 焼却容器 鵜飼  のり子 62 線香着火器具 高瀬  俊英

18 電気焼香炉 有限会社守山技研 63 点火具 井上玩具煙火株式会社

19 線香立て 藤次  秀夫 64 着火済み線香束持ち運び容器 久保田  啓臣

20 耐燃性お香 張  添富 65 線香着火用具
有限会社黒▲崎▼金属工
芸製作所

21 燃焼組成物及びその製造法 株式会社  孔官堂 66 線香立て 東  昭雄

22 香炉灰自動分離装置 米津  章 67 香焚器具 吉原  章

23
渦巻線香の製造方法と製造装置及び
成形型

藏野  正彦 68 墓前用香炉 井上  フミ子

24 棒状物の結束装置 株式会社カワカミ 69 墓前用香炉 有限会社ベストストーン

25 線香 大藤  五月 70 線香ろうそく携帯容器 竹田  正夫

26 結束装置 株式会社カワカミ 71 お墓の線香立て用品 水越  典子

27 焼香用香炉 小池  清三郎 72
沖縄の平らな黒線香を二本、三本、に
折り分ける器具。

安里  善邦

28 線香又は薫香用変色性燃焼具 パイロットインキ株式会社

29
洗浄を容易にした墓参用線香受け部
及び支持部

小川  正

30 線香立て 玉村  咏

31 携帯型香炉 株式会社松栄堂

32 具足 株式会社  二上

33 線香立て 杉原  弘

34 棒状体整列装置 株式会社薫寿堂

35 香炉 張鈞迪

36 香立 株式会社松栄堂

37 川灌頂札 株式会社鳳龍堂

38
使い捨て容器を芳香材入れとする香
炉

小割  祥嗣

39 仏具 株式会社ユミバ鳳凰堂

40 仏具 株式会社ユミバ鳳凰堂

41 お香 福永  壽一

42 香炉 株式会社新豪

43 燃え残り線香除去具 白石  憲広

44
燃焼遅延性の燻煙用線香及びその燃
焼遅延化方法

フマキラー株式会社

45 カバー付き線香皿 足尾物産株式会社 以上72点収録

線香の製造加工方法と装置　　　No.10574

[登録・公開編]　　平成21年～平成22年（2年間）　　　　72点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥21,000    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥21,000　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥31,500　）


