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No,9816 公開特許 生ゴミ処理容器の構造 平.10-16 99点 ￥27,600
No,8540 〃 〃 平.7-9 63点 ￥21,500
No,9832 〃 台所用水切り袋とその製造方法 平.9-16 99点 ￥26,700
No,8175 〃 〃 平.5-8 62点 ￥19,700
No,8695 〃 生分解性ゴミ袋とその製造方法 平.6-10 57点 ￥23,400
No,10092(A) 〃 排水口用ヌメリ防止剤の組成 平.9-18 71点 ￥28,600
No,10092(B) 〃 排水口用ヌメリ防止剤の容器 平.9-18 75点 ￥28,600
No,8240 〃 生分解性容器とその製造方法 平.5-8 57点 ￥23,700
No,9817 〃 生ゴミのコンポスト化剤と処理方法 平.11-16 100点 ￥28,700
No,10060 〃 洋式トイレ用尿飛散防止シート 平.13-18 72点 ￥21,900
No,9737 〃 廃油吸収用シート材の製造加工方法 平.12-15 75点 ￥17,300
No,8854 〃 〃 平.9-11 67点 ￥27,400
No,8226 〃 〃 平.5-8 64点 ￥30,000
No,8173 〃 レンジ・フード・フィルターの構造 平.5-8 113点 ￥30,000
No,8697 〃 水解性シートの製造加工方法 平.5-10 73点 ￥29,700
No,10059 〃 使い捨てトイレ用マット 平.13-18 75点 ￥22,700
No,9167 〃 〃 平.7-12 68点 ￥21,700
No,7832 〃 〃 昭.60-平.6 80点 ￥20,500
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1 覆部付残飯収納袋及び残飯収納器具 中谷　みどり 46 生ゴミの水絞り器具 有限会社ニューマテリアル

2 シンク用ゴミかご 松下電工株式会社 47 流し用ごみ入れ装置 日本技研工業株式会社

3 流し用厨芥収納かご 丸一株式会社 48 流し台用ゴミ容器 熊澤　英夫

4 水抜き付三角コーナー 柴　高徳 49 ごみ容器 境谷　定雄

5 水切りゴミ容器 森　奈穂子 50 排水口用ゴミ袋受け台 アイセン工業株式会社

6 台所ゴミの水切り用網筒 小林　とし子 51 生ゴミ脱水具 榎本　幸子

7 生ごみ容器 堀口　昌次 52 コーナー水切・水切カゴ 佐々木　美智子

8 使い捨て生ゴミ容器 上原　雅子 53 折り畳み式使い捨て三角コーナー 上田　修史

9 ゴミ袋ホルダー 有限会社日創技研 54 ヌメリ防除ゴミ受け器 日本曹達株式会社

10 水切り脚付きのシンクコーナー 伊藤　榮二 55 生ゴミ搾り器 片山　千香子

11 シンク用の水切り具 ジェイ・イー株式会社 56 台所ゴミ収集具 威欣利實業有限公司

12 流し台用ゴミ容器
岐阜プラスチック工業株式
会社

57 収納具 株式会社マーナ

13 流し台用ゴミ容器
岐阜プラスチック工業株式
会社

58
使い捨てコーナー及び使い捨てコー
ナー構成枠

沢本　玉石

14 流し台シンク用ゴミ受けかご 井上　義夫 59 生ゴミ収納容器 佐野　　富彦

15 台所用ゴミ容器 株式会社白元 60 使い捨て水切りカゴ 近藤　あゆ美

16 生ゴミネットと取り付け具 奥澤　路子 61 目詰まり防止機能付きゴミ受け 池田　隆

17 傾斜つき水きり三角コーナー 小畑　文子 62 生ごみのごみカゴ 菅波　ケイ子

18 ステンレス製抗菌三角コーナー 有限会社イリエ 63
キッチンシンク用の使い捨てゴミスト
レーナ，その製造方法，そのコーティン
グ装置

キム　ヒョンウ

19 バックプレート付水切りかご 岩田　正一 64 厨芥処理具 株式会社イシダ

20 流し台用水切りかご装置 東日本ハウス株式会社 65 脱臭シンク内家庭用三角コ－ナ－ 株式会社フジヤ

21 脱水機能つき三角コ―ナ― 小畑　文子 66 ペーパーキッチン三角コーナー 吉田　恵子

22 流し台用生ゴミ袋支え 磯崎　源二 67 使い捨て三角コーナー 前田　光子

23
流し台の生ごみの水切りかご用蓋兼用
重石

坂田　久美 68 ポイ捨て用ゴミ収納器 稲井　成行

24 ゴミの水切り具 西嶋　通江 69 流し台コーナー用ゴミ袋ホルダー 玉那覇　正治

25 厨房用生ごみ収集補助具 稲葉　冨美雄 70 シンク排水孔のゴミ受け具 蝶プラ工業株式会社

26 生ゴミ用水切り具 株式会社信州セラミックス 71 水切り器
エヌシーオー豊栄工業団
地協同組合

27 水切器 松田　玄房 72 底なし蓋つき三角コーナー 篠原　美佐子

28 三角コーナー用重し 坂本　英三 73 物品収納設備 株式会社ダイフク

29 底なし三角コーナー 有限会社フォルトゥーナ 74 流し台用生ゴミ保管容器 森内　由久

30 浸水しない三角コーナー 高須　陽子 75
家庭から出る野菜ゴミ等の水分軽減乾
燥用品

兵頭　恵子

31 生ゴミの圧縮器 北村　晴雄 76 紙製水切り容器 東罐興業株式会社

32 流し台用ゴミ袋保持具 山形　祝彰 77 水切り器用蓋 ダイゴコーギョー株式会社

33 生ごみ水切り容器 田中　由紀子 78 流し台生ゴミ入れ容器 芳野　紀美

34
ダストシューター式シンク用コーナー水
切りゴミ入れ容器

東都産業株式会社 79 使い捨て料理くず入れ三角コーナー 堂柿　剛士

35 厨芥容器 信越防疫薬品株式会社 80 生ごみ収集かご 鈴木　冨内

36
排水口内に設置する屑入れ容器支持
台。

布施　宏英 81 調理クズ脱水装置 大寺　典子

37 流し三角コーナー及び排水栓カゴ 仁田峠　宏 82 使い捨ての水切り容器 加藤　亮

38
水分しぼり器具を取り付けた流しコー
ナー

三上　暁 83
使い捨ての折りたたみ紙製三角コー
ナー。

碓井　キチコ

39 生ゴミ収納器 青柳　久 84 生ゴミ等の水切り容器。 木原　潤児

40 三角コーナーに替わる生ゴミ入れ 木下　真由美 85 三角コーナー 小倉　智恵子

41
シンク内の屑入れ容器に使用するゴミ
漉し取りシート

布施　宏英 86 流し排水口用水切り袋ホルダ－ 新越金網株式会社

42 流し台等の流し口構造 株式会社伸晃 87 流し台用ゴミ収納具 武居　善雄

43 水切り用容器 新越金網株式会社 88
流し台排水口用ゴミ袋目詰まり防止器
具

松浦　和之

44 生ゴミ収納器 青柳　久

45 生ゴミ収納器 青柳　久 以上８８点収録。
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