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1 打揚げ花火 合資会社飯村製作所 38 板材製収容体の蓋成形装置 株式会社カネコ

2 リサイクル運動啓蒙用花火 北島産業有限会社 39 板材製収容体の蓋成形方法 株式会社カネコ

3 玩具花火構造 保田紙工株式会社 40 発火薬および発煙ボール 細谷火工株式会社

4 小粒火薬の配置方法 日本化薬株式会社 41 花火および花火セット 山口　寿秀

5
球状体表面へのテープ類の均等巻き
つけ装置

今野　亨 42 エアークラッカー ユニテクニカ株式会社

6 玩具用打揚げ煙火 株式会社榊原花火 43 信号焔管の一挙動点火機構 興亜化工株式会社

7 紐状圧伸火薬の連続切断装置 旭化成ケミカルズ株式会社 44 遭難場所報知筒 林　敬治

8 玩具花火 井上玩具煙火株式会社 45 煙火用打上げ筒 有限会社丸山銃砲火薬店

9 玩具花火 井上玩具煙火株式会社 46 玩具花火用点火具 井上玩具煙火株式会社

10 着火装置 株式会社東海 47 加熱薬、着火薬および発煙筒 細谷火工株式会社

11 発光発音矢 細谷火工株式会社 48
自動時間差ロケット花火発射式害鳥獣
撃退装置

笹原　忠臣

12
玩具花火における着火薬及び該着火
薬を用いた玩具花火

井上玩具煙火株式会社 49 玩具花火の基台 井上玩具煙火株式会社

13
風防カバー付ペダル式スタンド点火装
置

佐藤　智一 50 鳥獣撃退装置 津村　正好

14
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 51 キャンドル装置 株式会社田中務補商事

15 発炎筒 日本カーリット株式会社 52 煙火用電気点火具 旭化成ケミカルズ株式会社

16 害獣駆除装置および害獣駆除方法 細谷火工株式会社 53 クラッカー 株式会社フジカ

17 玩具煙火 三州火工株式会社 54 線香花火セット 斉藤　公子

18
打ち上げ花火用玉皮およびその製造
方法

三木　久治 55
着色焔発生装置、着色焔用燃料の収
容ユニット、着色焔発生装置の使用方
法

有限会社群馬火工製造所

19 光る導火線 関　浩一 56 火工品類 斉藤　公子

20 導火線点火装置 鈴木　康志 57 筒状花火 株式会社イケブン

21 クラッカー 株式会社フジカ 58 屋内用打ち揚げ花火
独立行政法人産業技術総
合研究所

22 よるな 清川　優 59 クラッカー 株式会社フジカ

23 ロケット花火発射器 有限会社スカイアート 60 クラッカー 株式会社フジカ

24 炎管 株式会社希望 61 花火構造式の固定部材
デルファイ　テクノロジーズ
インコーポレイティッド

25 花火 山口　寿秀 62 鳥獣駆逐用花火 井上玩具煙火株式会社

26 玩具花火又は線香用の点火装置 井上玩具煙火株式会社 63
農作物等の鳥類被害対策用の鳥追払
い装置

株式会社ステップ

27 摩擦式点火具 昭和金属工業株式会社 64 煙害の発生しない風船を使った爆竹 蔡　榮徳

28 遊具部材及び無火薬遊具 有限会社トウカイワールド 65 玩具花火用打ち上げ筒装置 株式会社鈴木花火

29 クラッカー 株式会社カネコ 66 噴出型玩具花火 株式会社鈴木花火

30 変色する線香花火 株式会社稲垣屋 67 カラスの忌避具 安本　享

31 花火の打上装置 佐賀火工有限会社 68 飛翔花火即時点火具 柘植　芳之

32 手指用飛ばし遊戯具 株式会社カネコ 69 風防点火器 高橋　保基

33 鳥獣威嚇装置 津村　正好 70 線香花火 リ　ゾンギュン

34 玩具花火 井上玩具煙火株式会社

35 信号炎管用路面損傷防止体 日本カーリット株式会社

36 水面花火 株式会社イケブン

37 火薬式くす玉 株式会社フジカ 以下5点省略
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