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1 墓参用線香 株式会社アテック 44 線香、お香及びそれらの製造方法 有限会社パルネット

2 有香表面を有する固体材料 株式会社孔官堂 45 線香着火器 有限会社川本商店

3 香炉 株式会社玉初堂 46 渦巻き薫香用燻焼具 株式会社玉初堂

4 線香支持具 株式会社玉初堂 47 芳香発散及び脱臭具 株式会社　ピクセン

5 気化性成分を徐放する樹脂組成物 株式会社孔官堂 48 線香立て 北村　悦二

6 線香 フマキラー株式会社 49 消臭香 カメヤマ株式会社

7
腐乱抑制効果を有する遺体処置用消
臭剤

株式会社アゼックス 50 お香 株式会社薫寿堂

8 線香の自動移し替え装置 株式会社産業機器研究所 51 焼香組成物 株式会社誠寿堂

9 香炉用の線香立て器 木下　文夫 52 焼香組成物 株式会社誠寿堂

10
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 53 折りたたみ型携帯仏壇 高橋　洋子

11
線香の移し替えおよび乾燥棚板の回
収装置

株式会社産業機器研究所 54 渦巻き線香アシスト 斎藤　喜代子

12 線香整列移送装置 株式会社産業機器研究所 55 線香たて 爾見　峰幸

13 着火し易い線香類 ラボテック株式会社 56 線香束 有限会社喜多商店

14 薫物用燃焼マット 乾商事株式会社 57 焼香組成物 株式会社誠寿堂

15 線香 平田　孝子 58 渦巻線香保持台 みのり苑株式会社

16 線香シート及びその製造方法 奥野　圭作 59 バレロラクトン化合物及び香料組成物 花王株式会社

17
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 60 線香立て 横山　悦二

18 線香 フマキラー株式会社 61 シート状香 株式会社ラックンドック

19
線香等収容ケース付きのライター風防
ケース

佐々木陶器株式会社 62 香炉の被点火物供置具 有限会社　つつみ工業

20 遠隔焼香システム アットナヴィング株式会社 63 環境雰囲気改善用の機能性成形体 株式会社エルブ

21
消臭剤およびこれを配合した低臭気線
香

第一工業製薬株式会社 64
竹炭等を含む成形品及びその製造方
法

株式会社日本香堂

22 線香 株式会社一心堂 65
墓参用線香並びにそれへの空気穴形
成方法及びその装置

株式会社日本香堂

23 着火剤付着線香 斉藤　喜三 66 点火手段付き線香束 長久保　一郎

24 芳香性微粒子
財団法人新産業創造研究
機構

67 渦巻き線香及びその釣金具 貴田　清博

25 移り香、残り香の少ない焼香用の香 株式会社梅薫堂 68
光学活性な３－ヒドロキシ－３－メチル
ヘキサン酸及びこれを含有する香料組
成物

花王株式会社

26
フレグランス組成物およびそれを添加
した香粧品

曽田香料株式会社 69
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

27 線香着火装置 上田　孝志 70 線香束 内田　▲功▼夫

28
光触媒による粉粒を用いた気体改質
裝置とコート剤

有限会社千年塾 71 収納箱 中村　博保

29 風よけつき線香着火筒 遠藤　和則 72 墓参り用袋体 桑原　佳世子

30 線香立て 有限会社丸心 73 弔意カード付箱入り線香 株式会社　蒼空

31 線香の製造方法 株式会社日本香堂 74 アロマ線香セット 株式会社サニーウィッシュ

32 補助具付線香
株式会社グローバル　プロ
ダクト　プランニング

75 簡単に着火する線香 吉永　喜一

33 斎場葬における線香盛台の構造 大谷　弘 76 完全燃焼型線香 株式会社　ユニタリー

34 香と香台およびこれらの製造法 株式会社日本香堂

35
唱題の時間計測を目的とした線香及
び、入れ物

白石　康貴

36 墓石線香立て用線香屑除去具 西川　好美

37 分割位置を入れた線香 株式会社クリーン・マット

38 線香着火用受具 株式会社槍木産業

39 線香立て 福井　健太郎

40 お守り 株式会社トワリエ

41 ろうそく及び線香等の収納整理用具 ワシアルミ株式会社

42 くだ線香 小林　正義

43 塔婆セット 中国工芸株式会社 以上７６点収録
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