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塑性加工用潤滑剤の組成
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切削油剤の組成と製造加工方法

塑性加工用潤滑剤の組成
[登録・公開編]平成24年（1年間）　　60点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０８４３

お   申   込   書

コンクリート用離型剤と剥離用塗料

鋳造用離型剤の製造加工方法

鍛造用潤滑剤の製造加工方法

※料金には別途送料がかかります。
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さび止め油の製造加工方法

不凍液と凍結防止剤の組成
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CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入



1
金属管の引抜加工方法およびそれを
用いる金属管の製造方法

住友金属工業株式会社 33
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

2 銅材用塑性加工油 住友軽金属工業株式会社 34 潤滑油基油
ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社

3 極圧添加剤及び潤滑油 ＤＩＣ株式会社 35 水系離型潤滑剤組成物 住鉱潤滑剤株式会社

4 熱間圧延油及び熱間圧延方法 住友軽金属工業株式会社 36
潤滑油用酸化防止剤及びそれを含有
する潤滑油組成物

株式会社ＡＤＥＫＡ

5 水系金属材料加工用潤滑剤組成物 出光興産株式会社 37
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

6 プレスカット時の潤滑方法 日新製鋼株式会社 38
潤滑油用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

7
熱間塑性加工用潤滑剤及び熱間粉体
潤滑剤組成物

住友金属工業株式会社 39 金属加工用油剤及び金属の加工方法 協同油脂株式会社

8 熱間塑性加工用潤滑剤 住友金属工業株式会社 40 低摩擦潤滑アセンブリー 日産自動車株式会社

9
潤滑処理鋼板および潤滑皮膜形成用
処理液

住友金属工業株式会社 41 潤滑油組成物 協同油脂株式会社

10
アルミニウムろう付け用フラックス入りワ
イヤー用の伸線加工潤滑油、及びそ
れを用いたアルミニウムろう・・・

住友軽金属工業株式会社 42
摩耗防止剤組成物及び該摩耗防止剤
組成物を含有する潤滑油組成物

株式会社ＡＤＥＫＡ

11 潤滑組成物 出光興産株式会社 43 冷間圧延方法 ユシロ化学工業株式会社

12
金属加工用油剤組成物、金属加工方
法及び金属加工品

協同油脂株式会社 44 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
塑性加工用水溶性潤滑剤、塑性加工
用金属材および金属加工品

株式会社神戸製鋼所 45
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

14
リンモリブデン化合物、その製造方法、
該化合物を含有する潤滑油添加剤及
び潤滑油組成物

株式会社ＡＤＥＫＡ 46 潤滑油組成物
株式会社パパコーポレー
ション

15
水系２層塗布型塑性加工用潤滑剤及
び２層潤滑被膜の形成方法

住鉱潤滑剤株式会社 47 水溶性金属加工油剤 株式会社ネオス

16 金属加工油組成物
ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社

48
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

17 金属加工用潤滑油組成物 出光興産株式会社 49 潤滑油組成物 協同油脂株式会社

18
温間プレス加工用油剤組成物および
温間プレス加工方法

ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社

50 塑性加工用潤滑被膜の形成方法
日本パーカライジング株式
会社

19
金属加工用油剤組成物、金属加工方
法及び金属加工品

協同油脂株式会社 51 水溶性金属加工油剤組成物 ユシロ化学工業株式会社

20 金属加工油組成物
ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社

52 水溶性金属加工油剤組成物 ユシロ化学工業株式会社

21
アルミニウム管抽伸潤滑油及びそれを
用いたアルミニウム管の抽伸方法。

住友軽金属工業株式会社 53 塑性加工用潤滑油組成物
ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社

22
高Ｃｒステンレス鋼からなる継目無管の
管端矯正方法

住友金属工業株式会社 54 圧延方法
ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社

23
リンモリブデン化合物及びその製造方
法

株式会社ＡＤＥＫＡ 55 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

24
水分散型金属加工剤組成物及びその
製造方法

千代田ケミカル株式会社 56 圧延油組成物
ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社

25 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

57 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

26 黄銅材用圧延油組成物 出光興産株式会社 58
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

27 金属加工油組成物
ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社

59
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

28
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

60 ホットスタンピング用潤滑離型剤 大同化学工業株式会社

29
酸化防止剤、酸化防止剤の製造方法
及び金属材の製造方法

住友金属工業株式会社

30 冷間圧延油及び冷間圧延方法
日本パーカライジング株式
会社

31
潤滑油用極圧剤及びそれを含有する
潤滑油組成物

株式会社ＡＤＥＫＡ

32 潤滑油基油
ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社 以上60点収録

塑性加工用潤滑剤の組成　　　No.10843

[登録・公開編]　　平成24年（1年間）　　　　60点
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