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No,7946 〃 〃 平.6 188点 ￥55,600
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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,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,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 作業用手袋 鐘紡株式会社 43 汚物処理用手袋 濱田　創

2 手袋 三洋化成工業株式会社 44 使い捨て手袋 株式会社　エンゼル

3 使い捨て式の手指装着品 北岡　仁 45 プラスチック製手袋 大日本印刷株式会社

4 世話・看護用使い捨て手袋 小須田　房子 46 手袋 ティ－ワン株式会社

5 使い捨て手袋セット
株式会社貝印刃物開発セ
ンター

47 簡易手袋 株式会社スズパック

6 使い捨て手袋
株式会社貝印刃物開発セ
ンター

48 防水性使い捨て手袋 徳田　譲二

7 プラスチックフィルム製手袋 日本ユニカー株式会社 49 インナー手袋 朝日　雅夫

8 使い捨て手袋セット
株式会社貝印刃物開発セ
ンター

50 使い捨て手袋 中国パール販売株式会社

9 手袋付き袋体 萩原工業株式会社 51 使い捨て手袋 エヌケー工業株式会社

10 作業用手袋 株式会社クラレ 52 伸縮性手袋 出光石油化学株式会社

11 ウエット使い捨て手袋セット
株式会社貝印刃物開発セ
ンター

53 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

12 使い捨て手袋
株式会社貝印刃物開発セ
ンター

54
ポリウレタン２層接合フィルム製の手袋
と指サック

リーテック株式会社

13 手袋 藤沢　光男 55 手袋 中国パール販売株式会社

14 合成樹脂製手袋 株式会社精宏 56 薄シート状手袋 大林　勝

15 手袋 積水化成品工業株式会社 57 薄シート状手袋 株式会社中虎

16
インクジェット装置用インクリフィルキット
用手袋

キヤノン株式会社 58 使い捨て手袋 伊藤忠ポリマー株式会社

17 手袋 三洋化成工業株式会社 59 生分解性使い捨て手袋
ダイセル化学工業株式会
社

18
水溶性シート素地およびそれを用いた
医療衛生用品，寝装用品

株式会社パスカル 60
ポリウレタン２層接合フィルム製の手袋
または指サック

桑原　孝二郎

19 防水手袋 香田　勘吉 61 フィットする手袋
ザ、プロクター、エンド、ギャ
ンブル、カンパニー

20 テープ付き使い捨てポリエチレン手袋 旗手　修 62 薄シート状手袋 株式会社中虎

21 フィットネス手袋 日本電信電話株式会社 63 手袋 宮代　久也

22 簡易衛生手袋及びその格納構造 坂田　多賀夫 64 使い捨て手袋 毛塚　喜雄

23 手袋 池田　朝紀 65 樹脂フィルム製手袋 関西化成株式会社

24 手袋 株式会社ツキオカ 66 指先だけに被膜を施した塗装用手袋 松本　亘

25 使い捨て熱収縮性手袋 ニッポー株式会社 67 抗菌インナ―手袋 ミドリ安全株式会社

26 ペット用フン回収袋 佐野　博美 68 掃除機能を有する手袋 福岡　芳子

27 ペット糞処理用具 昭和高分子株式会社 69 汚物処理用の手袋 三井化学株式会社

28 使い捨て手袋 エヌケー工業株式会社 70 インナー手袋 中部物産貿易株式会社

29 通気性を有する使い捨て手袋 エヌケー工業株式会社 71 溶着手袋 株式会社マックス

30 手袋 加仁　久登 72 手袋
日本ポリオレフィン株式会
社

31 プラスチックフィルム製手袋 株式会社ホワイトマックス 73 汚物処理用手袋 大倉工業株式会社

32 作業用手袋 伊藤　ふきえ 74 プラスチックフィルム製手袋 林一二株式会社

33 手袋包装体 大日本印刷株式会社 75 手袋 東レ・デュポン株式会社

34 使い捨て手袋セット
株式会社貝印刃物開発セ
ンター

76 糞取り手袋 西村　利子

35 使い捨てミット 西埜　幸治 77 ミトン型掃除用手袋 大平　富美子

36 作業手袋 福徳産業株式会社 78 直腸検査用手袋 文永堂薬品株式会社

37 ３本指手袋 酒井　敦子 79 ペットの排泄物処理用手袋 エヌケー工業株式会社

38 包装された医療用手袋 株式会社ジェイ・エム・エス 80 手足保護シート 宮　勇

39 インナー手袋 株式会社エム・シー・シー 81 手袋 ファインメディカル株式会社

40
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

82 保護手袋 村上　恭子

41
複数の手袋用の容器兼用ディスペン
サー

エアー　タイト　インダスト
リーズ　インコーポレイテッド

83 織布製手袋およびその製造法 北村　篤識

42 手袋 株式会社ビュージョン 84
エチレンコポリマーをベースとするフィ
ルムと、このフィルムで作られた手袋

アトフィナ

以下１５点省略
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