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(本体価格)

No,10295 公開特許 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 59点  ￥14,700

No,9052       〃 平.12 59点  ￥25,800

No,8612 登録・公開 平.10 59点  ￥27,700

No,8336       〃 平.9 61点  ￥28,300

No,8266 公告・公開 平.8 57点  ￥27,400

No,8038       〃 平.7 55点  ￥25,500

No,7883       〃 平.6 55点  ￥26,500

No,7695       〃 平.5 55点  ￥23,800

No,7524       〃 平.4 58点  ￥24,700

No,7295       〃 平.3 60点  ￥22,500

No,7000       〃 平.2 76点  ￥28,700

No,6714       〃 平.1 61点  ￥23,700

No,7997 公開特許 平.6-7 64点  ￥28,000
No,10348       〃 平.11-20 99点  ￥30,000
*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

合計 ￥

 E-mail:

 TEL: FAX:

住所：〒

離型剤の組成と製造加工方法
切削油濾過再生装置の構造

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

※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。］
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切削油剤の組成と製造加工方法
[公開編]平成21年（1年間）　　59点
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◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

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 水溶性金属加工油剤組成物 ユシロ化学工業株式会社 34 潤滑油組成物 出光興産株式会社

2 水系潤滑剤組成物及び加工方法 ユシロ化学工業株式会社 35 金属加工油組成物 新日本石油株式会社

3 転造ネジ加工方法 トヨタ紡織株式会社 36
潤滑油基油およびその製造方法なら
びに潤滑油組成物

新日本石油株式会社

4
固定砥粒ワイヤソー用水溶性加工油
剤

協同油脂株式会社 37
潤滑油基油及びその製造方法並びに
潤滑油組成物

新日本石油株式会社

5
遊離砥粒ワイヤソー用水溶性加工油
剤

協同油脂株式会社 38
潤滑油基油及びその製造方法並びに
潤滑油組成物

新日本石油株式会社

6
油類用添加剤およびこれを含有する
潤滑油

協和発酵ケミカル株式会社 39
潤滑油基油及びその製造方法並びに
潤滑油組成物

新日本石油株式会社

7 水溶性加工油剤 株式会社ネオス 40 潤滑油組成物 新日本石油株式会社

8
含水系潤滑油中の気相さび止め剤含
量の管理方法

コスモ石油株式会社 41 潤滑油組成物 新日本石油株式会社

9 含水系潤滑油組成物
コスモ石油ルブリカンツ株
式会社

42 潤滑油組成物 新日本石油株式会社

10
乳化用原液および乳化系潤滑油組成
物

コスモ石油ルブリカンツ株
式会社

43
切り屑吸引式切削・研削加工用油剤組
成物

新日本石油株式会社

11
表面処理剤及びそれを用いた処理方
法

株式会社ジャパンエナジー 44
廃食用油の再生方法及びそれにより
得られる切削油

有限会社  斎明

12 潤滑油組成物 株式会社ジャパンエナジー 45
切削研削用組成物、切削研削油剤、
切削研削用ホイール及び表面改質材

学校法人早稲田大学

13 水溶性切削液 三洋化成工業株式会社 46 防錆剤 福谷  泰雄

14 金属加工油組成物 東邦化学工業株式会社 47
水素添加油及びそれを含有する潤滑
油

日清オイリオグループ株式
会社

15
潤滑油添加剤及びそれを含有する潤
滑油組成物

株式会社ＡＤＥＫＡ 48 潤滑剤組成物
ＮＯＫクリューバー株式会
社

16
ダイシング切削水用添加剤及びそれを
使用した切削加工方法

株式会社ＡＤＥＫＡ 49 潤滑剤組成物
ＮＯＫクリューバー株式会
社

17
潤滑剤組成物及びそれを含有する潤
滑油組成物

株式会社ＡＤＥＫＡ 50
基材の表面に潤滑性を付与する方法
及び潤滑性表面を有する基材

高谷  松文

18
潤滑油添加剤組成物及びそれを含有
する潤滑油組成物

株式会社ＡＤＥＫＡ 51
燃料及び潤滑剤の添加剤、並びに燃
料経済性及び車両の排出を改善する
方法

シー．エム．インテレクチュ
アル  プロパティー  アンド
リサーチ，インコー・・・

19
潤滑油用酸化防止剤組成物及びそれ
を含有する潤滑油組成物

株式会社ＡＤＥＫＡ 52
乳化された硼酸含有の多相潤滑剤組
成物

アドバンスト・ルブリケーショ
ン・テクノロジー・インコーポ
レイテッド

20 オリゴマーエステル及び組成物 日本精化株式会社 53 水溶性のロジン酸エステル
アリゾナ・ケミカル・カンパ
ニー・エルエルシー

21
金属加工油剤組成物、金属加工方法
及び金属加工品

協同油脂株式会社 54
耐摩耗性コーティングならびにこのた
めの製造法

シエツフレル  コマンディー
トゲゼルシャフト

22 金属加工用潤滑油組成物 新日本理化株式会社 55
金属加工油剤組成物及び金属加工方
法

協同油脂株式会社

23 機械油の脱臭方法及び脱臭装置 レッキス工業株式会社 56 潤滑油 協和発酵ケミカル株式会社

24 水溶性防錆液組成物 出光興産株式会社 57
伝動要素用半固体状潤滑剤組成物お
よびこれを備えた機械システム

株式会社ジャパンエナジー

25 極微量給油式金属加工油組成物 出光興産株式会社 58 金属加工用潤滑剤 出光興産株式会社

26 金属加工油組成物 出光興産株式会社 59 潤滑組成物 出光興産株式会社

27 金属加工油組成物 出光興産株式会社

28 水溶性金属加工用潤滑剤 出光興産株式会社

29 潤滑油基油および潤滑油組成物 出光興産株式会社

30
メルカプトアルカンカルボン酸エステル
亜鉛塩およびその製造方法、潤滑油
添加剤、および潤滑油組成物

出光興産株式会社

31
α－オレフィン重合体の製造方法及び
潤滑油

出光興産株式会社

32 脆性材料用加工油 出光興産株式会社

33
低腐食性イオン液体及びそれを含む
潤滑油組成物

ステラケミファ株式会社 以上59点収録

切削油剤の組成と製造加工方法　　　No.10423

[公開編]　　平成21年（1年間）　　　　59点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥25,200    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥25,200　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥37,800　）


