
株式会社国際技術開発センター
東京都千代田区内神田１－１５－６藤井第二ビル

 ＜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！

(税込価格) (本体価格)

￥３１，５００－ ￥３０，０００－

￥３１，５００－ ￥３０，０００－

￥４７，２５０－ ￥４５，０００－

(本体価格)

No,8704 公開特許 平.5-10 54点 ¥24,300

No,10120       〃 平.14-18 81点 ¥28,300

No,9327       〃 平.5-13 82点 ¥20,500

No,9328       〃 平.5-13 70点 ¥17,500

No,10295       〃 平.20 61点 ¥25,300

No,10141       〃 平.19 67点 ¥26,400

No,10037       〃 平.18 66点 ¥24,500

No,9910       〃 平.17 61点 ¥22,400

No,9781       〃 平.16 69点 ¥17,500

No,9640       〃 平.15 64点 ¥15,600

No,9441       〃 平.14 65点 ¥15,200

No,9253       〃 平.13 66点 ¥14,700

No,9052       〃 平.12 67点 ¥25,800

No,8853       〃 平.11 68点 ¥25,400

No,8612 登録・公開 平.10 69点 ¥27,700

No,8336       〃 平.9 70点 ¥28,300

No,8266 公告・公開 平.8 71点 ¥27,400

No,8038       〃 平.7 72点 ¥25,500

No,7883       〃 平.6 73点 ¥26,500

No,7695       〃 平.5 74点 ¥23,800

No,10077 公開特許 平.5-平.18 90点 ¥27,700
*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、ＥメールまたはＦＡＸ・郵便にてお送りください。

（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。

 ニュースガイドNo,

 題名

 E-mail:

 TEL: FAX:

住所：〒

担当者名

所属部署名

会社名 ご注文内容

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入

合計 ￥

※料金には別途送料がかかります。

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）
ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３      

油水分離剤の組成と分離方法

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０３４８

お   申   込   書

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

廃潤滑油の再生方法と装置

               〃

               〃

硫酸ピッチ・廃白土の処理方法

切削油濾過再生装置の構造
[公開編]平成11年～平成20年（10年間）　　　　99点

               〃

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

油分解菌と微生物処理方法

切削油剤の組成と製造加工方法

               〃

◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

               〃

既刊関連セットのご案内

http://www.itdc-patent.com/


1 液中混入物回収装置 有限会社山下製作所 42 吸引式濾過でのポンプサクション装置 株式会社ニューシスト

2 切屑の水切り装置 株式会社松浦機械製作所 43 切削油ろ過装置 キタムラ機械株式会社

3 切粉と切削油の分離装置 川崎重工業株式会社 44 チップと切削液の分離装置 高須　益樹

4 切粉と切削油の分離装置 川崎重工業株式会社 45 脱臭装置 株式会社タカハシ

5 切削加工方法及び切削油 タイユ株式会社 46
切粉搬出コンベヤ装置の分別回収機
構

椿本メイフラン株式会社

6 濾過装置 株式会社シスト 47 環境対応型クーラント装置 株式会社マコト

7 切削油の回収装置 日野自動車工業株式会社 48 マグネットスクリュー式濾過機 株式会社マコト

8 切削油濾過装置 キタムラ機械株式会社 49 切屑排出用スクレーパ装置 株式会社マコト

9 切粉掻き上げ装置
日産ディーゼル工業株式会
社

50 濾過装置 株式会社ニューシスト

10 切削油処理装置 中央精器株式会社 51 切粉分離装置 椿本メイフラン株式会社

11 濾過装置 株式会社シスト 52 切削加工方法及び切削油 タイユ株式会社

12 切削油の濾過装置 本田技研工業株式会社 53
濾過装置を備えた切粉搬出コンベヤ
装置

椿本メイフラン株式会社

13 切削油の回収及び供給方法 タイユ株式会社 54
分離機能を有する切粉搬出コンベヤ
装置

椿本メイフラン株式会社

14 切削加工方法 タイユ株式会社 55
工業用油のサイクロン分離装置を備え
たスラッジコンベヤ

関東自動車工業株式会社

15 切削加工方法及び切削油 タイユ株式会社 56 濾過装置に於ける回転濾過ドラム 株式会社ニューシスト

16 吸引式濾過装置 株式会社シスト 57 サイクロン型濾過装置 株式会社マコト

17 切粉分離装置 株式会社シスト 58 切削液ろ過装置 ブラザー工業株式会社

18 濾過装置 株式会社シスト 59 磁性体濾過搬送装置 株式会社マコト

19 濾過装置 株式会社シスト 60 油水分離装置 近藤工業有限会社

20 切粉搬送式濾過装置 株式会社シスト 61 濾過装置 株式会社シーシーエス

21 脱油式切粉クリーナ 落合　彬久 62
水溶性切削油の油除去処理方法及び
水溶性切削油の油除去処理システム

独立行政法人　科学技術
振興機構

22 精密濾過装置 株式会社シスト 63 濾過装置 株式会社シーシーエス

23 濾過装置 株式会社シスト 64 切削油ろ過装置 スズキ株式会社

24 濾過装置 株式会社シスト 65
異物、油水分離装置および分離装置
に用いる回収箱

株式会社ブンリ

25
液体回収手段を備えたヒンジコンベヤ
装置

株式会社シスト 66 サイクロン形異物分離装置 株式会社ブンリ

26 浮上油の除去装置及びその方法 タイユ株式会社 67 浮遊物回収装置 株式会社ブンリ

27 吸引式濾過装置 株式会社シスト 68 濾過装置 モスニック株式会社

28
溢液型濾過装置に配置する回転濾過
ドラム

株式会社シスト 69 分離装置 モスニック株式会社

29 切削油濾過装置
オリンパス光学工業株式会
社

70 切削液・切粉分離装置 豊精密工業株式会社

30 液体回収濾過装置 モスニック株式会社 71 水性混合液処理方法及びその装置 株式会社前川製作所

31 濾過装置 ニフコプラント株式会社 72
界面活性剤含有溶液の処理方法及び
その装置

株式会社前川製作所

32 吸引式濾過構造 モスニック株式会社 73 水溶性切削油剤の循環システム 株式会社前川製作所

33
工作機械の切削油の清浄活性リサイク
ル方法

コーベックス株式会社 74 保持具 ビッグアルファ株式会社

34 切削液に含まれる異物の除去装置 高須　益樹 75 磁気分離回収装置 関西電力株式会社

35
油回収装置および油回収装置用油吸
引手段

向井　敏雄 76 切粉搬送式濾過装置 株式会社　エフ・シスト

36
チップコンベア及びそれに用いるチッ
プ分離・回収装置

榎本工業株式会社 77
切粉搬送コンベア装置の切粉排出機
構

株式会社　エフ・シスト

37 コンベアの回転軸 ニフコプラント株式会社 78 連続濾過装置
トランザーフィルター日本株
式会社

38 固液分離処理装置 株式会社ニューシスト 79 水溶性切削油の処理方法 株式会社アイネット

39
廃液の分離回収方法及びその分離回
収装置

光洋精工株式会社 80 油性切削油の切粉除去装置。
有限会社　エッチ・ワイ・
シー

40 切削液に含まれる異物の除去装置 ミスズテクノ株式会社 81 切削屑分離装置およびクーラント装置 葵機工株式会社

41 吸引式濾過装置 株式会社ニューシスト 以下18点省略

切削油濾過再生装置の構造   No.10348

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥31,500    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥31,500　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥47,250　）

[公開編]　　平成11年～平成20年（10年間）　　　　99点
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