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No,8057 公告・公開 改良された手袋の製造加工方法 平.7 205点 ￥48,000
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No,6821 公開特許 洗浄用手袋とその製法 昭.61-平.1 96点 ￥21,300
No,9187 〃 滑り止作業手袋の製造加工方法 平.5-12 77点 ￥27,900
No,9186 〃 防護用手袋の製造加工方法 平.5-12 78点 ￥27,800
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1
光反射シートにより被覆されたパット付
手袋及びその製造方法

植松　孝 42 手袋
オージーケー販売株式会
社

2 水切り付きグローブ 小口　覚 43 保温手袋 株式会社ギャロップ

3 手袋 株式会社橋千商会 44 自動車運転用手袋 松隈　賢

4 手袋 槇島　茂郎 45 保護材料及びその物品の製法
フィザード　プロテクテイブ
ウエアー　コーポ．

5
耐切断性ヤーン及び該ヤーンで作っ
た安全衣服

ベッチャー　インダストリー
ズ，インコーポレーテッド

46 手袋 東　実

6 編み糸および安全用アパレル
ベッチャー　インダストリー
ズ，インコーポレーテッド

47 手袋 久志　冨士男

7 切創防止手袋 鐘紡株式会社 48 カイロ収納袋付の手袋 株式会社ホンダアクセス

8 リストバンド付き手袋 丸山　博史 49 フィット感に優れる革手袋 旭物産有限会社

9 縫製手袋 株式会社中虎 50
服飾小物を保持可能な組み合わせ衣
類

ザ・バートン・コーポレイショ
ン

10 滑り止め付き手袋 田村　道雄 51 関節保護材付ライダー用手袋
ダイネーゼ　ソシエタ　ペル
アチオーニ

11 手袋 株式会社中虎 52 手袋 ヤマハ発動機株式会社

12 手袋 株式会社中虎 53 交通安全用の身体着用品 株式会社村田商店

13 ライダー用膝脛部プロテクター 株式会社後藤又 54 手袋用スクイージー 鈴木　忠仁

14 滑り止めの被覆体の製造方法 平井　洋司 55 編成手袋と編成靴下 勝星産業株式会社

15 手袋の製造方法 株式会社キジマ 56 時計の保持具及び手袋への装着具 池田　明男

16 伝導熱分配方式暖房手袋 山田　倖三 57 手袋 ヤマハ発動機株式会社

17 手袋 株式会社カドヤ 58
防刃手袋の製造方法と該方法に使用
するミシン及び防刃手袋

ユアサグローブ株式会社

18 グローブ用時計機構付きマーカー
鬼怒川パシフィック株式会
社

59 縫製手袋 株式会社中虎

19 手の滑り止め具 鈴木　一助 60 手袋 金増　惠子

20 縫製手袋 株式会社中虎 61
冷暖房兼用の小型空調機付き、冷暖
コート。

大野　巧雄

21 縫製手袋 株式会社中虎 62 温熱グローブ 株式会社レガン

22 合わせ手袋 冨太工業株式会社 63 切傷防止手袋 富士グロ－ブ株式会社

23 手袋 田辺ボーグ株式会社 64 フクロ状手袋Ｂ 國吉　實

24 手袋の構造
カラーファスナー工業株式
会社

65 自動二輪車用手袋のアダプター 株式会社クシタニ

25 厚手の手袋 松本産業株式会社 66 ワイパー装置 山口　義益

26 ライダー用手袋 高橋　哲夫 67 グロ―ブインサ―ト
ダブリュ．エル．ゴア　アンド
アソシエイツ，インコーポレ
イティド

27 手袋 株式会社ヒサトミ 68 グローブ 株式会社ワイズギア

28 手袋 東　実 69 手袋 大日化成工業株式会社

29 自動二輪車搭乗者用手袋
株式会社コミネオートセン
ター

70 冬用手袋 中辻　洋男

30 低温用の保護衣類
ダブリュ．エル．ゴア　アンド
アソシエーツト．．．

71 防水性手袋およびその製造方法 株式会社クラレ

31 皮革製品 ヤマハ発動機株式会社 72 手袋付き衣類 奥田　浩美

32 オートバイ用グローブ 株式会社カドヤ 73 防寒用手袋 志々目　篤子

33 手袋
株式会社大紀アルミニウム
工業所

74 手袋 株式会社トキワ

34 微弱磁気保温服飾品 神富士鉱業株式会社 75 フクロ状手袋 國吉　實

35
スポーツシューズや衣類のための保護
具の製造方法およびその製造方法で
得られる保護具

アルパインスターズ　ソチエ
タ　ペル　アツィオーニ

76 二輪車用グローブ 有限会社エトスデザイン

36 防水性手袋
ダブリュ．エル．ゴア　アンド
アソシエーツ．．．

77 手袋 田辺ボーグ株式会社

37 スポーツ手袋
株式会社プロテックワタナ
ベ

78 手袋 株式会社中虎

38 手袋 金田　寿彦 79 手袋 ヤマモ有限会社

39 スポーツ用手袋 株式会社ギャロップ 80 手袋と一体の着衣 島岡　幸子

40 メガネ拭き付き手袋 丸山　進 81 グローブ 株式会社ホンダアクセス

41 低摩擦衣類 ガン，ロバート，ティ． 以下１９点省略
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