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［公開編］平成５年～平成１４年（１０年間） １０６点

◎全文ＰＤＦ CD-ROM 版 ￥２４，３００－(抄録版付)

◎全文紙収録 Ｂ５製本版 ￥２４，３００－
（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入 ￥３６，０００－ ）

既 刊 関 連 セ ッ ト の ご 案 内
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,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,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

*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。］
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1 手袋用のリティナ
ジョエル・ハワード・アイゼン
バーグ

39 合わせ手袋 冨太工業株式会社

2 スキー手袋
株式会社オーケーエンジニ
アリング

40 手袋の構造
カラーファスナー工業株式
会社

3 スキーのストックと手袋 株式会社スワニー 41 厚手の手袋 松本産業株式会社

4 スキーのストックと手袋 株式会社スワニー 42 スノーボード用グローブ 有限会社アイリー・ジャパン

5
安全装置を有するスキーのストックと手
袋

株式会社スワニー 43
チケットケースを有するスキー用グロー
ブ

株式会社キャノンボード

6 手袋 株式会社橋千商会 44 手袋・靴等の保温装置 新井産業株式会社

7 手袋 松本産業株式会社 45 スポーツ、その他の作業用手袋 大西　邦彦

8 スポーツ用手袋 讃岐物産販売株式会社 46
改良された多層グローブまたはミット構
造物

ザ　グランドー　コーポレー
ション

9 手袋用定期入れ 山口　浩 47 スキー用手袋 株式会社フェニックス

10 スキー手袋の構造 水上　皓夫 48 簡便に手指を出せるスキー用手袋 吉田　満

11 スピード用の手袋 株式会社スワニー 49 吸放湿吸水発熱性保温手袋 美津濃株式会社

12 スキー用手袋 山中　金一郎 50 スポーツ手袋
株式会社プロテックワタナ
ベ

13 スキー用グローブ ヤマハ株式会社 51 手袋 株式会社ヒサトミ

14 保護手袋
シュトエルク　アウセンハン
デル　アクチェンゲゼルシャ
フト

52 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，ゲゼルシャフ
ト　ミット．．．

15 使い捨てカイロの装着可能な手袋 鈴木　充啓 53 スポーツ用手袋 株式会社レガン

16 縫製手袋 株式会社中虎 54 手袋
株式会社大紀アルミニウム
工業所

17 時計付スキー用手袋 ベルカンヌ　マリック 55 時計着脱式手袋 斎藤　秀也

18 スキー手袋に取り付けるリフト券入れ 今井　俊志 56 防水性手袋
ダブリュ．エル．ゴア　アンド
アソシエーツ，ゲゼルシャフ
ト　ミット．．．

19 手袋 株式会社中虎 57 スポーツ手袋
株式会社プロテックワタナ
ベ

20 「開閉式手袋」 林　一明 58 防寒具 藤井　順子

21 手袋 株式会社中虎 59 皮革様シート 株式会社クラレ

22 手の甲部装着用カードケース 赤松　康治 60 二重手袋 株式会社カーメイト

23
スキーストックのグリップとスキー手袋と
の連結構造及びスキーストック

グッド　スキー　テクノロジー
ズ

61 スポーツ用手袋 株式会社ギャロップ

24 スキー手袋とグリップとの連結構造
グッド　スキー　テクノロジー
ズ

62 メガネ拭き付き手袋 丸山　進

25
手袋の親指部を除く甲側部材の製造
方法

藤川　照造 63
超弾性合金を袖口に用いたスキー用
手袋

町田　英一

26 スポーツ用手袋 株式会社クラレ 64 スポーツ用手袋 遠藤　陽一

27 保護手袋及び手の保護具 ウォルター・ミケロニ 65 保温手袋 株式会社ギャロップ

28 グローブインサート及びその固定方法
ジャパンゴアテックス株式会
社

66 スノーボード用骨折防止手袋 銅島　大興

29 伝導熱分配方式暖房手袋 山田　倖三 67
スノーボードやカービングなどのウイン
タースポーツを実施するための支持
用・旋回支軸用・防護用装具

エイチティーエム　スポート
エス．ピイ．エイ．

30 手袋 株式会社ヒサトミ 68 手袋に使用する保護用具 ウルマン　ヨハン

31 手袋 株式会社スワニー 69
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

32 機能性防寒手袋 株式会社サンワード 70 時計装着可能なスキー用グローブ 福田手袋株式会社

33 手袋の補強版 藤川　照造 71 面ファスナ及び面ファスナ利用物品 株式会社ふる河

34 縫製手袋 株式会社中虎 72 取り外し式の時計付手袋 中村　賢

35 縫製手袋 株式会社中虎 73 手の乾燥防止・防寒用手袋 シンコー繊維株式会社

36 手袋 須原　省蔵 74
手袋、その製造方法及びその製造装
置

有限会社ダイアナ

37 スキー用手袋 株式会社リーベン 75 スポーツ用手袋
有限会社シーガルトレー
ディング

38 手袋 池田　朝紀 76 フィンガーパッド 株式会社日悌

以下３０点省略
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[公開編]　　平成５年～平成１４年（１０年間）　　　１０６点

CD-ROM版　　　￥24,300    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥24,300

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥36,000　）


