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1 摺動部材 大豊工業株式会社 39 転がり軸受 光洋精工株式会社

2
固体潤滑剤ならびに該固体潤滑剤を
埋込んだ摺動部材

オイレス工業株式会社 40 樹脂被覆ブシュおよびその製造方法 エヌデーシー株式会社

3 磁気軸受装置 光洋精工株式会社 41
転動・摺動部品、ならびに、カムフォロ
ワ用ローラ

光洋精工株式会社

4 摺動部材 大同メタル工業株式会社 42 ラジアルころ軸受 日本精工株式会社

5 ワンウエイクラッチのエンドベアリング 大豊工業株式会社 43 複層摺動部材 大同メタル工業株式会社

6 軽合金製複合部材の製造方法 マツダ株式会社 44 エンジン用タペットローラ支持軸受 日本精工株式会社

7 皮膜の形成方法および皮膜被付与物 大阪府 45
鉄系焼結摺動部材ならびにその製造
方法

オイレス工業株式会社

8 潤滑グリス アスモ株式会社 46 コンプレッサ用転がり軸受 日本精工株式会社

9 金型鋳造用離型剤 トヨタ自動車株式会社 47 複層焼結摺動部材の製造方法 オイレス工業株式会社

10
金属材料の冷間塑性加工用水系潤滑
剤

日本パーカライジング株式
会社

48
真空高温環境用転がり軸受およびそ
の製造方法

光洋精工株式会社

11 複写機用分離爪 ＮＴＮ株式会社 49
コーティング工具用固体潤滑膜の製造
法

株式会社不二越

12
摺動部材、転がり軸受および回転陽極
Ｘ線管

株式会社東芝 50 生分解性を有する潤滑性樹脂組成物 ＮＴＮ株式会社

13
焼結含油軸受およびそれを用いた
モータ

株式会社三協精機製作所 51 複層摺動材料 大同メタル工業株式会社

14 樹脂組成物 ＮＯＫ株式会社 52 丸棒材及び旋盤加工製品 株式会社松尾工業所

15 オートテンショナ 光洋精工株式会社 53 高温用摺動シート材 大同メタル工業株式会社

16 固体潤滑ボールねじ
株式会社アイ・エイチ・アイ・
エアロスペース

54 アンギュラ型の総玉軸受装置 光洋精工株式会社

17 固体潤滑転がり軸受 株式会社安川電機 55 固体潤滑剤及び固体潤滑剤塗布装置 助川鉄工株式会社

18 ハイブリッドブレーキ材 トヨタ自動車株式会社 56 摺動部材 大同メタル工業株式会社

19 粉末成形プレス装置用の粉末フイーダ 日立粉末冶金株式会社 57 固形潤滑による孔形圧延方法 新日本製鐵株式会社

20
固体潤滑剤を含む樹脂含浸ビトリファ
イド砥石

株式会社ノリタケカンパ
ニーリミテド

58
転がり部材、摺動部材、転がり軸受、転
がり部材の製造方法、及び、摺動部材
の製造方法

光洋精工株式会社

21
ロータリキルン用潤滑剤およびその潤
滑方法

大新化工株式会社 59
樹脂製歯車および事務機器用樹脂製
歯車

ＮＴＮ株式会社

22 溶融金属中で使用される転がり軸受 日本精工株式会社 60 複層摺動材料 大同メタル工業株式会社

23 ころ軸受 日本精工株式会社 61 免震装置用摺動装置 大同メタル工業株式会社

24 摺動材料 大同メタル工業株式会社 62
摺動部材用樹脂組成物および摺動部
材

オイレス工業株式会社

25 内燃機関用焼結合金製バルブガイド 日立粉末冶金株式会社 63 滑り軸受 大豊工業株式会社

26 固体潤滑スラスト玉軸受 株式会社安川電機 64 転がり摺動部品 光洋精工株式会社

27 耐熱・潤滑性樹脂組成物 ＮＴＮ株式会社 65
転がり軸受の玉への固体潤滑膜形成
方法

株式会社安川電機

28 耐摩耗性摺動部材 日本精工株式会社 66 すべり軸受材料 大豊工業株式会社

29
無潤滑軸受材料およびかゝる軸受材
料を用いた滑り軸受

フェデラール・モーグル・
ウィースバーデン・ゲゼル
シャフト・ミト…

67 耐摩耗性摺動部材 日本精工株式会社

30 ギアポンプ 光洋精工株式会社 68
スクリュウロータ及びスクリュウ式圧縮機
並びにその製法

株式会社日立製作所

31
硫化スズ及び炭素をベースとした固体
潤滑剤

ヒェメタル　ゲス．エム．
ベー．ハー．

69 摺動部材 日本ピストンリング株式会社

32
固体潤滑剤塗布歯車の表面平滑化方
法

株式会社アイ・エイチ・アイ・
エアロスペース

70 ボールねじ装置 光洋精工株式会社

33 固体潤滑深溝形玉軸受 株式会社安川電機 71 転がり軸受 光洋精工株式会社

34
焼結軸受用複合金属粉末および焼結
含油軸受

ポーライト株式会社 72
摺動特性に優れたアルミニウム合金溶
射層及び摺動材料

大豊工業株式会社

35
摺動部材、すべり軸受装置および現像
装置

ＮＴＮ株式会社 73 複合めっき被膜付き摺動部材 大同メタル工業株式会社

36
固体潤滑剤複合銅系軸受材料の製造
方法

大豊工業株式会社 74
複合ＳｉＣ摺動部材、メカニカルシール
用密封環、メカニカルシール、及び複
合ＳｉＣ摺動部材の製造方法

日本ピラー工業株式会社

37 滑り軸受およびその使用方法 日立粉末冶金株式会社 75
潤滑グリース及びその潤滑グリースを
使用する軸受

三菱重工業株式会社

38 すべり軸受及びその製造方法 大同メタル工業株式会社 以下２２点省略
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