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No,5673 〃 〃 昭.60 219点 ￥39,500
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1 防水手袋
ジャパン・トレーディング株
式会社

41 洗浄用手袋 中山　三郎

2 手袋成形型 オカモト株式会社 42 スポンジ付防水手袋 鈴木　康弘

3 帯紐付きビニール手袋 竹森　正好 43 食器類洗浄用手袋 小溝　みつ枝

4 塩化ビニル手袋及びその製造方法 オカモト株式会社 44 炊事・清掃・洗濯用手袋 坂元　盛香

5 塩化ビニル製手袋 オカモト株式会社 45 塩化ビニル手袋及びその製造方法 ショーワ株式会社

6 塩化ビニル手袋の製造方法 セイコー化成株式会社 46 抗菌性塩化ビニル手袋 ショーワ株式会社

7 塩化ビニル製手袋 オカモト株式会社 47 抗菌性作業用手袋 オカモト株式会社

8 手袋製造方法 オカモト株式会社 48
指先を出没自在にした洗浄用手袋の
構造

青木　建作

9 塩化ビニル手袋およびその製造方法 エステー化学株式会社 49 水掻き手袋 弘田　宜功

10 医療用保護手袋とその形成方法 松下電器産業株式会社 50
ネジを応用した作業用ゴム，ビニール
手袋と作業用ゴム，ビニール合羽，全
身胴付き長靴の袖口との．．．

川端　久雄

11 スポンジ付きビニール手袋 昆野　由紀子 51 食器洗浄用手袋 堀井　光實

12 作業用手袋 オカモト株式会社 52 抗菌性を有する塩化ビニル手袋 千代田化成工業株式会社

13 タワシ手袋 横田　せんぞう 53
作業時の着脱が楽なゴム又は合成樹
脂手袋

中村　ちとせ

14 脱着用取手付手袋 小林　茂 54 塩化ビニル製手袋 ショーワ株式会社

15 塩化ビニル製極薄手袋の製造方法 オカモト株式会社 55 作業用手袋 オカモト株式会社

16
腕カバー付防水手袋の腕カバーと手
袋本体との接続方法

弘進ゴム株式会社 56 抗菌性手袋 東洋紡績株式会社

17
塩化ビニル樹脂製手袋用樹脂組成物
および塩化ビニル樹脂製手袋の製造
方法

ハニー化成株式会社 57 弾性後部付き手袋 アクシュネット　カンパニー

18
塩化ビニル樹脂製手袋用樹脂組成物
および塩化ビニル樹脂製手袋の製造
方法

ハニー化成株式会社 58
汚水を吸収排除する清掃用手袋の構
造

青木　建作

19
塩化ビニル樹脂製手袋用樹脂組成物
および塩化ビニル樹脂製手袋の製造
方法

ハニー化成株式会社 59
ゴム手袋及び、ビニール手袋１にスポ
ンジをはりあわせた洗浄用品

元田　和枝

20
塩化ビニル樹脂製手袋及びその製造
方法

オカモト株式会社 60 スポンジ接着型手袋 小西　聡子

21 たわしつきの手袋 長谷川　ミツ子 61 洗浄用スポンジ付き手袋 加藤　美津子

22
親指と他の４指が一緒の２つの部分か
らなるミット型炊事　洗濯等用ゴム手袋

広瀬　孝子 62 ＮＢＲ手袋 ショーワ株式会社

23 ゴムまたはビニール製の作業用長手袋 小松　栄子 63 ＮＢＲ製手袋 ショーワ株式会社

24 塩化ビニル製抗菌手袋 オカモト株式会社 64
医療用手袋および医療用手袋の製造
方法

ジェクス株式会社

25 塩化ビニル製極薄手袋 オカモト株式会社 65 作業用防水手袋 有限会社リフ・フジヤ

26 布地付防水手袋 宮後　親治 66 防水性手袋およびその製造方法 株式会社クラレ

27 洗い作業用手袋 モリト株式会社 67 ＮＢＲ製手袋 ショーワ株式会社

28 液だれ防止手袋 木下　秀子 68 ＮＢＲ製手袋 ショーワ株式会社

29 ビニール手袋指先裏返し用ハサミ 竹森　正好 69 アクリル樹脂手袋 住友ゴム工業株式会社

30 手袋およびその製造法 伊藤　雅良 70 水切り付防水手袋 千葉　剛弘

31 手袋包装体 大日本印刷株式会社 71 フクロ状手袋 國吉　實

32 ＮＢＲ手袋及びその製造方法 エステー化学株式会社 72
アクリル樹脂手袋用の内面処理剤およ
びそれを用いた手袋

住友ゴム工業株式会社

33
柔軟性ポリ塩化ビニル製品およびその
製造方法

ベクトン・ディッキンソン・ア
ンド・カンパニー

73
塩化ビニル製作業用手袋及びその製
造方法

ショーワ株式会社

34 洗浄用手袋 赤池　文雄 74 ＮＢＲ製手袋 ショーワ株式会社

35
低公害型塩化ビニル手袋およびその
製造方法

エステー化学株式会社 75 帯電防止性塩化ビニル手袋 第一工業製薬株式会社

36 ３本指手袋 酒井　敦子 76 手袋およびその製造方法 住友ゴム工業株式会社

37 合成樹脂製手袋 オカモト株式会社 77 塩化ビニル樹脂製手袋の製造方法 セイコー化成株式会社

38 手袋及び手袋の製造方法 エステー化学株式会社 78 塩化ビニル樹脂製手袋の製造法 セイコー化成株式会社

39 食器洗浄用手袋 堀井　光實 79 アクリル樹脂手袋 住友ゴム工業株式会社

40 作業用防水手袋 向井　克安 80 ＮＢＲ製手袋およびその製造方法 セイコー化成株式会社

以下２０点省略

樹脂手袋の製造加工方法　　　No.9623
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