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No,10699 公開特許 平.23 49点 ￥18,000

No,10560       〃 平.22 59点 ￥24,000

No,10423       〃 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,7997 公開特許 平.6-平.7 64点  ￥28,000
No,10348       〃 平.11-平.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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切削油剤の組成と製造加工方法

切削油剤の組成と製造加工方法
[公開編]平成24年（1年間）　　62点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０７９９
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※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      
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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

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



1
研磨加工用スラリー組成物、半導体基
板、異硬度材料で構成される複合材料

ユシロ化学工業株式会社 34 固定砥粒ワイヤソー用水溶性加工液 ユシロ化学工業株式会社

2 潤滑油組成物 昭和シェル石油株式会社 35 水溶性金属加工油剤 株式会社ネオス

3 エンジンバルブの研削加工方法 三菱重工業株式会社 36
金属材料の水性塑性加工用潤滑剤組
成物

大同化学工業株式会社

4 潤滑油組成物 出光興産株式会社 37
潤滑油基油及びその製造方法、並び
に該基油を含有する潤滑油組成物

出光興産株式会社

5 油剤組成物および加工液組成物
ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社

38 水溶性金属加工油剤組成物 ユシロ化学工業株式会社

6 潤滑油基油および潤滑油組成物 出光興産株式会社 39 水溶性金属加工油剤組成物 ユシロ化学工業株式会社

7 固定砥粒ワイヤソー用水溶性加工液 ユシロ化学工業株式会社 40 極微量油剤供給式加工用油剤組成物
ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社

8 水性殺菌・抗菌剤組成物 日本曹達株式会社 41 金属加工用潤滑油組成物
ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社

9 潤滑油基油
ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社

42
水性切削加工剤及びそれを用いた固
体材料の切削加工方法

日華化学株式会社

10
ビニルアルコール系重合体を含有する
潤滑剤

株式会社クラレ 43
潤滑油基油及びその製造方法、並び
に該基油を含有する潤滑油組成物

出光興産株式会社

11 潤滑油基油
ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社

44
含水切削液組成物およびその製造方
法

三洋化成工業株式会社

12 水性懸濁組成物 日本曹達株式会社 45 潤滑油用基油および潤滑油組成物 三洋化成工業株式会社

13 ミスト加工用潤滑剤及びミスト加工方法 神奈川県 46 シリコンインゴットスライス用切削液 三洋化成工業株式会社

14 水性洗浄剤 出光興産株式会社 47
塩素イオンを含有する溶液中でヒスチ
ジン銀錯体の殺菌活性を維持する方
法および液状抗菌剤組成物

株式会社ネオス

15 潤滑油基油 花王株式会社 48
塩素イオンを含有する溶液中でヒスチ
ジン銀錯体の殺菌活性を発揮させる方
法、液状添加剤組成物および液・・・

株式会社ネオス

16 金属加工用油剤及び金属の加工方法 協同油脂株式会社 49 潤滑油基油 ライオン株式会社

17 水溶性切削廃液の処理方法 三和油化工業株式会社 50 金属加工用潤滑油組成物
ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社

18 水溶性切削液 小野　真児 51
加工油剤およびそれを用いた冷間塑
性加工方法

株式会社豊田中央研究所

19 新規の切削油剤 松澤　勝男 52
含水切削液組成物およびその製造方
法

三洋化成工業株式会社

20 シリコンインゴット用含水切削液 三洋化成工業株式会社 53
潤滑剤及びそれを用いた冷間塑性加
工方法

日華化学株式会社

21 機械加工用油剤 日伸精機株式会社 54 シリコンインゴットスライス用切削液 三洋化成工業株式会社

22
シリコンインゴットスライス用含水切削
液

三洋化成工業株式会社 55
潤滑油添加剤組成物およびその製造
方法

シェブロン・オロナイト・カン
パニー・エルエルシー

23 低摩擦潤滑アセンブリー 日産自動車株式会社 56 Ｎ－アシルサルコシン組成物
ビーエーエスエフ　ソシエタ
ス・ヨーロピア

24 潤滑油基油 花王株式会社 57
安定なホウ素溶液を製造するための方
法

トリボラトル・イー・ノルデン・
アクチエボラグ

25 抗菌剤およびその使用方法 株式会社コバテクノロジー 58
ポリアルキレングリコールに基づくエー
テルピロリドンカルボン酸及びそれを含
む合成冷却潤滑剤の製造の・・・

クラリアント・ファイナンス・
（ビーブイアイ）・リミテッド

26
シリコンインゴットスライス用水溶性切
削液

三洋化成工業株式会社 59
α－オレフィン重合体の製造方法、α
－オレフィン重合体、および潤滑油組
成物

出光興産株式会社

27 固定砥粒ワイヤソー用油剤組成物 協同油脂株式会社 60 水溶性加工油剤 出光興産株式会社

28 潤滑油用基油および潤滑油組成物 三洋化成工業株式会社 61
脆性材料用加工液及び硬質材料用加
工液

出光興産株式会社

29 摺動部材および摺動部品 株式会社豊田中央研究所 62 水性切削液及び水性切削剤 日信化学工業株式会社

30 摺動部材とその製造方法 住友金属工業株式会社

31
潤滑油基油、潤滑油組成物及び潤滑
油基油の製造方法

ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社

32 シリコンインゴット用水溶性切削液 三洋化成工業株式会社

33 潤滑油組成物
株式会社パパコーポレー
ション

以上62点収録
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