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1 ボールチェーンおよびその製造方法
日本アクセサリー工業株式
会社

41 ネックレス 寿和工芸株式会社

2 装身具 ワイケイケイ株式会社 42
装飾チェ―ン用のデザインパ―ツとそ
れを用いた装飾チェ―ン

株式会社並木製作所

3 装身具用鎖 株式会社三浦製作所 43 装飾用鎖 サンエス技研株式会社

4 貴金属中空製品 株式会社ピース 44 装飾チェ―ン用のデザインパ―ツ 株式会社並木製作所

5 装身具 渡邉　正司 45 アクセサリ―用チェ―ン 株式会社ティアラ

6 装身具 株式会社並木製作所 46 貴金属製装身具用鎖 株式会社桑山貴金属

7 装身用重ね鎖 正栄工業株式会社 47 ネックレス
日本アクセサリー工業株式
会社

8 ネックレス 株式会社備徳 48 装身具 株式会社並木製作所

9 装飾用ベンドチェーン 株式会社ラクセス 49 装身具 株式会社並木製作所

10 ネックレス 株式会社備徳 50 チェ－ン状装身具及びその製法 有限会社　リンドア－ト

11 装身用チェーン
シルマル・ソチエタ・ペル・
アツィオーニ

51 アクセサリー 株式会社賛光

12 多目的装身用チェーン 株式会社三貴 52 アクセサリ― 株式会社賛光

13 身飾品 木村　俊彦 53 装身具及びその製造方法 奥田貴金属株式会社

14
装身具用チェーン並びにその自動編
機、およびその自動編成方法

株式会社ムラオ 54 金属装飾用素材およびその製造方法 株式会社並木製作所

15 ネックレス 株式会社ティアラ 55
装飾チェーン用のデザインパーツとそ
れを用いた装飾チェーン

株式会社並木製作所

16 装身具用チェーン カール、ヨセフ、ベンツ 56
チェーン装身具及びこれに用いる中空
体の製法

株式会社ラッキー商会

17 装飾用ボールチェーン ワイケイケイ株式会社 57
装飾チェーン用のデザインパーツとそ
の製造方法

株式会社並木製作所

18 装身具用チェーンとその製造方法 株式会社桑山貴金属 58 連鎖状装飾具とその製造方法、金具 日陶科学株式会社

19 カプセル状部品の製造装置及び方法 神谷　弘喜 59
装飾チェーン用のデザインパーツとそ
の製造方法

北欧産業株式会社

20 金属製装飾チェーン 株式会社オカピ 60
装飾チェーン用のデザインパーツとそ
の製造方法

株式会社ジュエリーオー
シャンクレール

21 装身具用チェーン 株式会社桑山貴金属 61 貴金属製装飾用部品の製造方法 株式会社並木製作所

22 ネックレス 株式会社賛光 62 装飾チェ―ンを利用した装飾体 寿和工芸株式会社

23 ネックレス等の装身具 株式会社山田装身具 63 ネックレス・ブレスレット兼用チェ―ン
日本アクセサリー工業株式
会社

24 芯入りネックレス
日本アクセサリー工業株式
会社

64 装飾用鎖 サンエス技研株式会社

25 身飾品
田中貴金属ジュエリー株式
会社

65 ブラジャ―装飾チェ―ン 徐　士元

26 装身具用チェーンの製造方法 株式会社賛光 66 貴金属製装身具 株式会社桑山貴金属

27 ネックレス 株式会社オカピ 67 貴金属製装身具 有限会社貴和工芸

28 ネックレスおよびその作製方法 株式会社賛光 68 装飾用のチェーン
ランカンジェロ・ディ・ランカ
ン・ダリオ・エ・ピエトロ・ソシ
エタ・イン・ノメ．．．

29 装身具の接続構造 株式会社並木製作所 69 チェーンネックレス 平和堂貿易株式会社

30 ネックレス 三和精密工業株式会社 70 チェーン状装身具 有限会社丸山

31 装飾用チェーン 正栄工業株式会社 71 装身具 株式会社パイロット

32 装飾連玉品の製造方法および接合材 株式会社ジュエリーアイワ 72 装身具 有限会社エモーション

33 金属装飾用素材およびその製造方法 株式会社オカピ 73 アクセサリーチェーン 山崎　道子

34 鎖端末金具 中川装身具工業株式会社 74 マイナスイオン発生アクセサリー 山野井　昇

35 アクセサリー用チェーン 有限会社アトリエ　セン 75 身飾り品
株式会社ザザインターナ
ショナル

36
装飾用貴金属チェーンおよびその製
造方法

株式会社ジュエリーアイワ 76 マイナスイオン発生アクセサリー 山野井　昇

37 装身具 株式会社並木製作所 77 装身具 株式会社パイロット

38 金属製装飾チエ－ンの構造 株式会社ラッキー商会 78 ボールチェーン用係着具 ワイケイケイ株式会社

39
対をなすペンダント、チェーン付ペンダ
ント及びそれらの製造方法

株式会社ザザインターナ
ショナル

79
装飾チェーン用のデザインパーツとそ
の製造方法

株式会社並木製作所

40 アクセサリー用材料 株式会社ジュホウ 80 装飾用のネックレス
ゴレイ・ブッシェル・トレー
ディング株式会社
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