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No,10423 公開特許 平.21 59点 ￥24,000

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 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,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。
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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
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切削油剤の組成と製造加工方法
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◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)
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◎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

切削油剤の組成と製造加工方法



1 水溶性金属加工油剤組成物 株式会社ネオス 32 水系潤滑剤組成物 株式会社豊田中央研究所

2 水溶性金属加工油剤組成物 株式会社ネオス 33 潤滑油組成物
ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社

3 油組成物
ダイセル化学工業株式会
社

34 水系潤滑液組成物
コスモ石油ルブリカンツ株
式会社

4 工業用潤滑油組成物 新日本理化株式会社 35 水系潤滑液組成物
コスモ石油ルブリカンツ株
式会社

5
難加工金属材料の非塩素系塑性加工
用潤滑剤

日本工作油株式会社 36
脆性材料用加工油および加工油組成
物

出光興産株式会社

6
ダイシング液及びウエハダイシング方
法

エア  プロダクツ  アンド  ケ
ミカルズ  インコーポレイ
テッド

37 金属加工油剤 出光興産株式会社

7
潤滑油とその製造方法並びにそれらを
用いたエンジンや軸受け並びに機械
装置。

国立大学法人  香川大学 38 潤滑油組成物
ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社

8
ワイヤソー用水溶性加工油剤の再生
方法

協同油脂株式会社 39 防食液組成物 株式会社ジャパンエナジー

9 潤滑油組成物 新日本石油株式会社 40 水系潤滑剤 出光興産株式会社

10 潤滑油組成物 出光興産株式会社 41
加工用潤滑剤、加工用潤滑剤の製造
方法及び加工方法

独立行政法人国立高等専
門学校機構

11 水溶性金属加工油剤 株式会社ロナーム 42
加工用潤滑剤、加工用潤滑剤の製造
方法及び加工方法

独立行政法人国立高等専
門学校機構

12
水溶性金属加工油剤および金属加工
用クーラント

出光興産株式会社 43
石油用乳化剤としての石油スルホン酸
ナトリウム混合物

ケムチュア  コーポレイショ
ン

13 廃液の処理方法 大同化学工業株式会社 44
金属加工用油剤、金属加工方法及び
金属加工品

協同油脂株式会社

14
潤滑油基油及びその製造方法、潤滑
油組成物

新日本石油株式会社 45 抗菌剤 株式会社ネオス

15
炭化水素組成物の製造方法及び炭化
水素組成物、潤滑油基油、潤滑油組
成物

新日本石油株式会社 46 水溶性切削液 三洋化成工業株式会社

16
潤滑油基油及びその製造方法、潤滑
油組成物

新日本石油株式会社 47 金属加工油及び金属加工方法
ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社

17
潤滑油基油及びその製造方法、潤滑
油組成物

新日本石油株式会社 48 超耐熱性イオン液体
ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社

18 水溶性加工油剤 株式会社興人 49
過塩基性スルホネート添加剤を含有す
る可溶性油

ケムチュア  コーポレイショ
ン

19 電解槽 シンコー技研株式会社 50
ハイドロフルオロエーテル化合物類並
びにそれらの調製方法及び使用方法

スリーエム  イノベイティブ
プロパティズ  カンパニー

20
水系金属用油剤用（共）重合体および
それを含む水系金属用油剤

ＪＳＲ株式会社 51
改善されたミスト防止性を有する異性
化基油の金属加工流体組成物及びそ
の調製

シェブロン  ユー．エス．
エー．  インコーポレイテッド

21 切削・研削油剤及び切削・研削方法 愛知製鋼株式会社 52
改善された脱泡性を有する異性化基
油の金属加工流体組成物及びその調
製

シェブロン  ユー．エス．
エー．  インコーポレイテッド

22 工業用又は自動車用潤滑油組成物 新日本理化株式会社 53
油剤ならびにそれを含有する潤滑剤、
保湿剤および外用剤

高級アルコール工業株式
会社

23
機械加工用冷却液及び金属材の機械
加工方法

清和鉄工株式会社 54
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

24
潤滑油添加剤組成物及びその製造方
法、潤滑油組成物及びその製造方法

新日本石油株式会社 55 金属腐食防止剤組成物 株式会社ネオス

25
切りくず洗浄用原液組成物および洗浄
液

新日本石油株式会社 56 油圧作動油および油圧装置 出光興産株式会社

26 消泡剤およびその製造方法 大同化学工業株式会社 57 潤滑油添加剤および潤滑油組成物 出光興産株式会社

27 酸化防止方法 精工化学株式会社 58 水性金属加工油剤 出光興産株式会社

28 水溶性加工油剤 株式会社興人 59
表面処理剤、表面処理方法および機
械部品

株式会社ジャパンエナジー

29 アルミニウム加工用潤滑油組成物 新日本石油株式会社

30
極微量油剤供給式アルミニウム加工用
油剤組成物

新日本石油株式会社

31
エマルション型水溶性切削油剤組成
物

エバーケミカル工業株式会
社

以上59点収録
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