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1
乾燥棚板上に並置された線香の自動
取出し装置

株式会社産業機器研究所 40 最後まで燃える香焚き 斎藤　喜代子

2 線香包装構造 株式会社玉初堂 41
線香の有炎燃焼を無炎燃焼に移行さ
せる方法、及び当該方法を用いた自
動点火香炉

渡部　文隆

3 線香に文字や模様を付する方法 株式会社誠寿堂 42
香燃焼装置及び香燃焼装置の形成方
法

ヴァージル　イー．　スタン
レイ，ザ　サード

4
炭窯木酢液を混入した消臭、清浄用
の香

株式会社梅薫堂 43 香合 株式会社作島

5
真珠様光沢を有する薫香及びその製
造方法

株式会社松栄堂 44
渦巻線香の製造方法と製造装置及び
成形型

株式会社玉初堂

6 焼香組成物及びその製造方法 株式会社松栄堂 45 渦巻線香包装構造 株式会社玉初堂

7 少煙線香 カメヤマ株式会社 46 点火手段付き線香束 高山　宣正

8 渦巻き薫香用燻焼具 株式会社玉初堂 47 香典袋 安藤　之雄

9 線香 フマキラー株式会社 48
香立成形用組成物及びそれを用いた
香立

株式会社松栄堂

10 線香 フマキラー株式会社 49 過熱検知自己破裂機能付匂い発生袋 日立電線株式会社

11 線香束 酒井　康次 50 着火認識可能無煙線香 國司　宏

12 渦巻き線香焚き専用網 斎藤　喜代子 51
耐燃性疎巻コイルを利用した、線香・
香水線香立類

有働　義卿

13 うず巻線香用容器 株式会社富士金属製作所 52 消臭香 カメヤマ株式会社

14 線香台 鈴木　泉 53 電子線香 野田電子工業株式会社

15 灰篩 金原　保洋 54 香油蒸散器 奥野　圭作

16 薫香 株式会社林原美術ミント 55 檜杉等木材による薫り剤 ヤマテ有限会社

17 薫香用香立 株式会社松栄堂 56 線香 新井　信次郎

18 線香及び線香の為の着火具 篠塚　進 57 点火手段付き線香束 高山　宣正

19 囲みを付けた線香立て 宮田　昌亮 58 線香 新井　信次郎

20 携帯用線香立て 金子　栄子 59
お香立て内の清掃を兼ねる灰再使用
具

株式会社サンテック

21 着火促進剤つき線香 酒川　博 60 着火剤付線香 川口　義貴

22
火災防止及び香炉の線香燃え残りとり
装置

高橋　新六 61 線香支持具 株式会社松栄堂

23 香材を収容した物品 株式会社　天年堂 62 使い捨て、短いアミ袋内蔵のポリ袋 金子　和子

24 香木線香自動胴切装置 有限会社畑中鉄工所 63 線香 株式会社日本香堂

25
薫香の製造方法、該製造方法で製造
された薫香および該製造方法用原料
混合物

株式会社松栄堂 64 渦巻状線香用支持スタンド 株式会社日本香堂

26
薫香用材料及びこれを用いた薫香用
材料セット

奥野　圭作 65 携帯用お香パッケージ 株式会社松栄堂

27 シール付きお香 株式会社アビリティ－ 66 便利線香立て 松田　宏一

28 香味持続型粉末香料の調製方法 高砂香料工業株式会社 67 線香 株式会社日本香堂

29 墓参用線香 佐藤幸子 68 竹炭製線香入れ 株式会社三和皮革

30 片側端部に不燃域を設けた線香 南井　勲 69 携帯用線香着火器 稲葉　衛

31 火を使わない線香および香炉 清塚　和子 70 蝋叉はパラフィン付き扇形束ね線香 寺本　稔

32 御香 並木　健 71 メッセージ付お香
株式会社グローバル　プロ
ダクト　プランニング

33 ライター着火用風防カバー付ホルダー 福田　仁美 72 お線香 栗原　利子

34 包装用箱 株式会社玉初堂

35 箱入り進物品包装用外装体 株式会社玉初堂

36
薫料および食品残さの粉末の製造方
法

株式会社小林食品

37 成形薫香とその製造方法 株式会社林原美術ミント

38 発香器
株式会社グリーンプレシャ
ス

39 線香 平田　孝子 以上７２点収録
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