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No,9461 登録・公開 玩具花火の組成と製造加工方法 平.13-14 78点 ￥19,500
No,9055 〃 〃 平.11-12 81点 ￥27,900
No,8597 〃 〃 平.9-10 77点 ￥27,400
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No,7768 公告・公開 〃 平.5-6 94点 ￥28,800
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No,6083 〃 〃 昭.61-62(6) 76点 ￥19,600
No,5637 〃 〃 昭.59-60 93点 ￥19,700
No,7762 公告特許 発熱剤組成物 昭.54-平.5 83点 ￥29,000
No,7665 公開特許 〃 平.2-5 63点 ￥25,300
No,6786 〃 〃 昭.59-平.1 69点 ￥24,200
No,6835 〃 化学カイロの製造方法 平.1 104点 ￥22,700
No,6586 〃 〃 昭.63 111点 ￥23,400
No,6295 〃 〃 昭.61-62 149点 ￥30,000
No,7873 公告・公開 ローソクの製造加工方法と製品 平.2-6 98点 ￥23,900
No,7840 公告特許 香炉と線香立ての構造 昭.60-平.6 67点 ￥19,700
No,7842 公開特許 〃 平.4-6 71点 ￥19,300
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1 クラッカー 株式会社フジカ 43 火薬を使わないクラッカー
サンアートプリンティングエ
スキュー株式会社

2 クラッカー 高野　健二 44 カラス等有害鳥撃退装置
有限会社シーエムメンテナ
ンスサービス

3 玩具花火 井上玩具煙火株式会社 45 玩具用乱玉花火 石川煙火合資会社

4 複数本発射型クラッカー 株式会社カネコ 46 カード類 株式会社カネコ

5 クラッカー 株式会社カネコ 47 クラッカー
株式会社マルイチ煙火製
造所

6 クラッカー 株式会社カネコ 48 偏平型ホルダー 株式会社カネコ

7 クラッカー 株式会社カネコ 49 手筒煙火模型 岩瀬　篤

8 噴き出し花火 井上玩具煙火株式会社 50 電子制御花火集合体及びその制御法 ▲劉▼　立　民

9 雪崩制御用火工品 有限会社丸岩商会 51 投げテープ収納容器 株式会社フジカ

10
打揚げ煙火等における導火線等の接
続構造

合資会社飯村製作所 52
火を使わない発煙方法及びその方法
に使用する発煙筒

昭和化工株式会社

11 玩具用噴出花火 三州火工株式会社 53
月面宇宙葬方法及び月面宇宙葬シス
テム

寺尾　邦夫

12 クラッカー 株式会社フジカ 54 空中発火にまつわる花火装置類。 上内　金吾

13 筒状玩具花火陳列販売用組体 増田煙火株式会社 55 路面損傷防止体を備える信号焔管 興亜化工株式会社

14 観賞、装飾用炎発生具 株式会社カネコ 56 玩具煙火およびその製造方法 三州火工株式会社

15 観賞、装飾用炎発生具 株式会社カネコ 57 発射筒 株式会社カネコ

16 クラッカー付きカード類 株式会社カネコ 58
ＦＭを利用した花火のプログラム演出
システム

森　　秀樹

17 鳥獣駆逐用煙火発射銃 高嶋　基 59 テープ等の噴出物の発射器具 株式会社フジカ

18 玩具花火の包装手段 井上玩具煙火株式会社 60 クラッカー 株式会社フジカ

19 玩具花火 井上玩具煙火株式会社 61
果樹園や田畑の保護区域を鳥獣等の
被害から護るために、鳥獣が侵入しよう
とすると、花火の爆発音や臭いで．．．

久保　馨

20 クラッカー 株式会社カネコ 62 クラッカー及びクラッカー用噴出物 株式会社フジカ

21 クラッカー 株式会社カネコ 63 クラッカー 株式会社カネコ

22 球状色紙 国際煙火株式会社 64 玩具花火 井上玩具煙火株式会社

23 テープ等発射器具 株式会社フジカ 65 クラッカー爆音放射筒 信愛商事株式会社

24 クラッカー 株式会社カネコ 66 打上花火 株式会社鈴木花火

25 玩具煙火 三州火工株式会社 67 クス玉 株式会社シャル夢

26 玩具花火 井上玩具煙火株式会社 68
打ち上げ花火用の発射筒及びその製
造方法

東芝プラントシステム株式
会社

27 複数本発射型クラッカー 株式会社カネコ 69 可撓性発煙器
アイシーアイ　アメリカズ　イ
ンク．

28 土中分解性玩具花火 五洋貿易株式会社 70 処理方法 イギリス国

29 クラッカー 株式会社フジカ 71 玩具花火 井上玩具煙火株式会社

30 花火おもちゃホルダー 株式会社若松屋 72 メッセージ打ち上げ具 株式会社サンリオ

31 玩具花火 井上玩具煙火株式会社 73 手提げ型パッケージ花火 株式会社オンダ

32 強盗目印花火弾 有限会社千両すし 74 花火着火用フード 株式会社ニューウェイズ

33
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

34
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

35
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

36
点火具及びそれを導火管と組み合わ
せた点火方法

日本化薬株式会社

37 玩具花火 井上玩具煙火株式会社

38 仕掛花火 藤中　謙次

39 筒状玩具花火 増田煙火株式会社

40 花火装置
ヤーコブ　ハツテラン　チ
エーミ　アーエス

41 一時的空中イメージの形成 メタル　ストーム　リミテッド

42 一時的な空中イメージの形成 メタル　ストーム　リミテッド 以上７４点収録
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