
株 式会社国際技術開発センター
東京都千代田区内神田１－３－４藤村ビル

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）

ニュースガイﾄﾞＮｏ， ９６２１ ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３

＜日本特許･実用新案明細書収録セット＞ ホームページ公開中！ http://www.itdc-patent.com

＊最新の特許情報が満載！

ゴム手袋の製造加工方法
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

［公開編］平成５年～平成１４年（１０年間） １２４点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２８，５００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２８，５００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥４２，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
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
No,7946 〃 〃 平.6 188点 ￥55,600
No,7748 〃 〃 平.5 134点 ￥34,700
No,7596 〃 〃 平.4 171点 ￥40,000
No,7451(B) 〃 〃 平.3 216点 ￥43,200
No,〃 (A) 〃 〃 平.2 168点 ￥33,800
No,6720 〃 〃 平.1 262点 ￥48,300
No,6481 〃 〃 昭.63 187点 ￥34,500
No,6211 〃 〃 昭.62 210点 ￥38,500
No,6085 〃 〃 昭.61 246点 ￥44,600
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,9186 公開特許 防護用手袋の製造加工方法 平.5-12 78点 ￥27,800

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、Ｅメールまたは 郵便にてお送りください。ＦＡＸ・
（メール宛先：kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります）

［CD-ROM版はＰＤＦファイルにしおりリンク機能、Ｂ５製本版はＢ５サイズ･目次製本済みです。
２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

お 申 込 書

会 社 名 ご 注 文 内 容
ﾆｭｰｽｶﾞｲﾄﾞNo，

CD-ROM版・Ｂ５製本版・一括購入
題 名

所 属 部 署

合計 ￥

担 当 者 名 E-mail

℡ （ ） FAx （ ）

住所 〒

※料金には別途送料・消費税がかかります。

http://www.itdc-patent.com


1 広告用文字絵柄付手袋の製造法 多喜ゴム化学株式会社 40 ゴム手袋タワシ 神舘　美代子

2
ゴム指サック又はゴム手袋およびこれ
らの製造方法

株式会社鈴木ラテックス 41 ミトン型洗濯用ゴム手袋 前川　弥穂子

3
整形外科用包帯を貼着するための手
袋

ジョンソン・アンド・ジョンソ
ン・オーソピーディクス・イン
コーポレイテッド

42 防寒用ゴム手袋 太田　修

4
ラテックスゴム製品およびその製造方
法

住友ゴム工業株式会社 43 液だれ防止手袋 木下　秀子

5 耐薬品性手袋
株式会社東和コーポレー
ション

44 水返し付ゴム手袋 牧野　正三

6
ディップ成形用ラテックス及びディップ
成形物

日本ゼオン株式会社 45 中空状弾性成型品及びその製造方法 株式会社ジェイ・エム・エス

7
天然ゴム製起毛製品およびその製造
法

エステー化学株式会社 46 手袋の製造方法 住友ゴム工業株式会社

8 エラストマー物品
スミス　アンド　ネフュー　イ
ンコーポレーテッド

47 水作業用ゴム手袋 森　佐知子

9 ゴム手袋 伊沢　三男 48 ゴム手袋付き洗浄用具 永井　美季

10 作業用手袋 オカモト株式会社 49 手から抜きとりやすいゴム手袋 加瀬　弘幸

11 台所用ゴム手袋 池田　光孝 50
ゴム手袋の製造方法およびゴム手袋
の内面形成用組成物

住友精化株式会社

12 スポンジ付きゴム手袋 武藤　康博 51 医療用器具
スミス　アンド　ネフュー
ピーエルシー

13 作業用手袋 吉光　博幸 52 プロテイン入りシリコーンゴム加工品 アミノ化学工業株式会社

14
改良された滑らかな手袋およびその製
造法

ジョンソン・アンド・ジョンソ
ン・オーソピーディクス・イン
コーポレイテッド

53
抗菌剤を含有するゴム及び抗菌剤を
含有するゴム製手袋とゴム製指サック
並びにそれらの製造方法

ハナキゴム株式会社

15 粉末無使用医療用手袋
ジョンソン・アンド・ジョンソ
ン・メディカル・インコーポレ
イテッド

54 球技用手袋 山垣　廣

16 表面改質ゴム製品とその製造方法 住友ゴム工業株式会社 55 ゴム手袋 住友ゴム工業株式会社

17
ゴム指サック又はゴム手袋およびこれ
らの製造方法

株式会社鈴木ラテックス 56 手袋タワシ 郡司　良雄

18 柔軟ゴム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

57
改良された耐薬品性を示すエラスト
マーフィルム製品

オーソ・フアーマシユーチカ
ル・コーポレーシヨン

19 広告用文字絵柄付手袋の製造法 多喜ゴム化学株式会社 58 テポンジ 若狭　由利子

20 掃除及び炊事用手袋 山田　令子 59 もみ洗い専用手袋 松石　知美

21 ゴム手袋の表面処理方法 株式会社鈴木ラテックス 60 ゴム手袋 橋田　つぐみ

22 ゴム手袋 オカモト株式会社 61 スポンジ付ゴム手袋 飛鋪　みさを

23 スポンジの付いたゴム手袋 北楯　征夫 62 スポンジ付防水手袋 鈴木　康弘

24 ひっかけ穴付ゴム手袋 小林　弘子 63 溝筋入りゴム手袋 寺澤　岱能

25 ひだの付いたゴム手袋 佐藤　正治 64 水不透過性手袋 亘起物産有限会社

26 ゴム綿手袋 田中　ツヨ子 65 ゴム製手袋のイオン除去方法 小峰ゴム工業株式会社

27 クリップつきゴム手袋 冨田　稔 66 ベルト付きゴム製手袋 渡辺　由美子

28 指部が薄手の医療用手袋の製造方法
ジョンソン・アンド・ジョンソ
ン・メディカル．．．

67 手袋 住友ゴム工業株式会社

29 外科手術用手袋 泉工医科工業株式会社 68 手袋の左右判別方法およびその装置 住友ゴム工業株式会社

30 水拭き時の雫浸透防止ひだ 坪井　敏男 69 成形品の脱型方法および脱型装置 住友ゴム工業株式会社

31 装着用ゴム製品及びその製造方法 不二ラテックス株式会社 70
浸漬用ラテックス組成物およびこれを
用いた浸漬ゴム製品

日本ゼオン株式会社

32 シリコーンゴム手袋 信越化学工業株式会社 71 食器洗い用手袋 有限会社ブライト

33
薄手の合成樹脂又はゴム膜から成る
袋状の製品のピンホールの有無を検
査する方法及び装置

株式会社エムイーシー 72
ワンタッチテープによる密着固定式ゴ
ム手袋

増田　忠彦

34
高電圧用ゴム手袋の製造方法および
製造設備

ヨツギテクノ株式会社 73 スポンジタワシのいらないゴム手袋 桑澤　真希

35
耐急性アレルギー用手術手袋及びそ
の製造方法

三興化学工業株式会社 74
着脱性に優れたゴム製手袋及びその
製造方法

ハニー化成株式会社

36 手袋型の拭き用具 上村　光示 75 ゴム手袋 住友ゴム工業株式会社

37 つば付きゴム手袋 三須　正春 76 高圧ゴム手袋用保護手袋 渡部工業株式会社

38 スポンジ付手袋 二川　康生 77 ゴム手袋及びその製造方法 不二ラテックス株式会社

39 布地付防水手袋 宮後　親治 以下４７点省略

ゴム手袋の製造加工方法　　　No.9621

[公開編]　　平成５年～平成１４年（１０年間）　　　１２４点

CD-ROM版　　　￥28,500    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥28,500

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥42,000　）


