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No,9187 公開特許 滑り止作業手袋の製造加工方法 平.5-12 77点 ￥27,900
No,9117 公告・登録 医療用手袋の製造加工方法 平.3-12 57点 ￥22,800
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,7748 〃 〃 平.5 134点 ￥34,700
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No,〃 (A) 〃 〃 平.2 168点 ￥33,800
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No,6481 〃 〃 昭.63 187点 ￥34,500
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No,5673 〃 〃 昭.60 219点 ￥39,500
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,9118 公告・登録 ゴルフ用手袋の製造加工方法 平.3-12 59点 ￥23,200
No,9188 公開特許 クリーンルーム用作業手袋の製造加工方法 平.5-12 63点 ￥22,800
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 滑り止作業手袋及びその製造法 三重化学工業株式会社 43 サポート型手袋およびその製造法 エステー化学株式会社

2 耐溶剤性手袋及びその製造方法 ダイヤゴム株式会社 44 作業用手袋の製造方法 鈴木　雅博

3 作業用手袋の製造方法 尚和化工株式会社 45 すべり止め付浸漬作業用手袋 アトム株式会社

4
樹脂被覆布製品の製造方法及び樹脂
被覆布製品

株式会社東和コーポレー
ション

46 機能性手袋 株式会社サンワード

5
樹脂被覆布製品の製造方法及び樹脂
被覆布製品

株式会社東和コーポレー
ション

47 ゴム張り軍手 赤木　茂樹

6 作業用手袋 広岡　誠 48 作業用手袋 ノース化成工業株式会社

7 作業用手袋
株式会社東和コーポレー
ション

49 作業用手袋及びその製造方法 ノース化成工業株式会社

8 作業用手袋 オカモト株式会社 50
ポリウレタンコーティングを有する手袋
を作るための方法

バクスター、インターナショ
ナル、インコーポレイテッド

9 樹脂成形手袋 株式会社シモン 51 手袋 富士グロ－ブ株式会社

10 作業用手袋の製造方法 セイコー化成株式会社 52 手袋 住友ゴム工業株式会社

11 作業用手袋およびその製造方法
株式会社ナンカイテクナー
ト

53 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．

12 手袋及びその製造方法 エステー化学株式会社 54
滑り止め付ゴムシート及び滑り止め付
ゴムシート被覆の作業用手袋

アトム株式会社

13 作業用手袋 旭化成工業株式会社 55 滑り止め付手袋の製造方法 株式会社スギタ

14 作業用手袋 オカモト株式会社 56 ゴム張り作業用手袋 アトム株式会社

15 表面導電性手袋 ダイヤゴム株式会社 57 作業用手袋 堀尾　良仁

16 作業用布手袋 加藤　良一 58 作業用手袋 木田　博久

17 滑り止めの被覆体の製造方法 平井　洋司 59 作業用手袋及びその製造方法 ショーワ株式会社

18 制電手袋 アキレス株式会社 60 作業用手袋及びその製造方法 ショーワ株式会社

19 調理用二重手袋 ダイヤゴム株式会社 61 作業用手袋の製造方法 ヨツギ株式会社

20 作業用手袋及びその製造方法 ダイヤゴム株式会社 62 作業用手袋 シンエイ産業株式会社

21 樹脂コート手袋 レイテック株式会社 63 作業用手袋 シンエイ産業株式会社

22
作業手袋の使用方法並びに内側用手
袋

宇野　博巳 64 浸漬作業用手袋及びその製造方法 アトム株式会社

23
シリコーンゴム被覆手袋及びその製造
方法

ダイヤゴム株式会社 65 手袋 住友ゴム工業株式会社

24
ＮＢＲサポート型手袋およびその製造
法

エステー化学株式会社 66 防寒用手袋 ショーワ株式会社

25 作業用手袋及びその製造方法 ダイヤゴム株式会社 67 作業用手袋 福徳産業株式会社

26 作業用手袋の製造方法 尚和化工株式会社 68 手袋 株式会社裕源

27 抜け防止を図った作業用手袋 大藤　誠治 69 作業用手袋 アトム株式会社

28 滑止め手袋 木田　博久 70 手袋 住友ゴム工業株式会社

29 作業用手袋 今井　慶吾 71 滑止め手袋及びその製造方法 勝星産業株式会社

30 作業用手袋 日東商事合資会社 72 作業用手袋およびその製造方法 株式会社スワローグローブ

31 被覆布手袋の製造方法 日信化学工業株式会社 73
手首上部に緊締部を有した裏地付ラ
テックスコ―ティング手袋

アトム株式会社

32 滑り止め付手袋 飛雄建設株式会社 74 作業用手袋 鈴木　雅博

33 手袋の製造方法 住友ゴム工業株式会社 75 作業用手袋の製造方法 勝星産業株式会社

34 手袋およびその製造法 伊藤　雅良 76 手袋 株式会社裕源

35 浸漬作業用手袋 アトム株式会社 77 背抜き手袋およびその製造方法 川西工業株式会社

36 浸漬作業用手袋 アトム株式会社 78 溶着手袋 株式会社マックス

37 作業用手袋
株式会社東和コーポレー
ション

79 作業用手袋 堀尾　良仁

38 作業用手袋 ノース化成工業株式会社 80 ゴム張り手袋の製造方法 おたふく手袋株式会社

39 作業用手袋 木田　博久 81 作業用手袋 木田　博久

40 浸漬作業用手袋 アトム株式会社 82 作業用手袋
株式会社東和コーポレー
ション

41
ゴム張り手袋の製造装置および製造方
法

アトム株式会社 83 作業用手袋及びその製造方法 株式会社スワローグローブ

42 作業用手袋
東レ・ファインケミカル株式
会社

84 耐電性手袋 東京電力株式会社

以下２２点省略
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