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1
硬質ポリウレタン樹脂の成形方法及び
回転成形機並び　に離型剤

株式会社ローザ 32
ポリウレタンフォーム成型用離型剤組
成物

ユシロ化学工業株式会社

2
シリコーンゴム組成物及びシリコーンゴ
ム圧縮永久歪み特性の改良方法

信越化学工業株式会社 33 離型剤
ライン・ヘミイ・ライナウ・ゲゼ
ルシヤフト・ミツト・ベシユレ
ンクテル・ハフツング

3
ゴム成形品加硫金型のベントホール形
成方法

株式会社ブリヂストン 34 タイヤ成型用離型・潤滑剤
東レ・ダウコーニング・シリ
コーン株式会社

4 ウレタンフォーム用水性離型剤 株式会社ネオス 35
スラッシュ成形表皮、及びこれを用いた
成形体

三ツ星ベルト株式会社

5 焼付型離型剤 エヌオーケー株式会社 36
成形部材用の、彩色適性有機溶剤離
型剤溶液からなるニ―ト離型剤組成物
及び成形ポリマ―部材の．．．

ワツカー－ケミー　ゲゼルシ
ヤフト　ミツト　ベシユレンク
テル　ハフツング

6
極圧添加剤、含フッ素グリース組成
物、熱媒体、離型剤、圧力測定用液体
及びマスキング油

ダイキン工業株式会社 37 水性離型剤 中京油脂株式会社

7 シリコーンオイル含有離型剤 横浜ゴム株式会社 38
ポリオ―ルとモンタン蝋酸の部分エス
テルとモンタン蝋酸のＣａ石鹸を含む
蝋製剤

クラリアント・ゲーエムベー
ハー

8 加硫ゴム表面の非密着化方法 株式会社ブリヂストン 39 タイヤ成形用粉体離型剤 花野商事株式会社

9 ゴム加硫用離型剤 株式会社ブリヂストン 40
粉末スラッシュ成形用熱可塑性エラスト
マ―組成物および粉末スラッシュ成形
材料

三ツ星ベルト株式会社

10 離型剤 エヌオーケー株式会社 41 複合ゴム成形品の成形方法 丸五ゴム工業株式会社

11
アクリルゴムまたはそれのブレンドゴム
の組成物

エヌオーケー株式会社 42
複合表皮及びこれを用いた成形体の
製造方法

三ツ星ベルト株式会社

12 水性離型剤組成物 コニシ株式会社 43
スラッシュ成形用熱可塑性エラストマー
組成物及びスラッシュ成形表皮

三ツ星ベルト株式会社

13 空気入りタイヤ 横浜ゴム株式会社 44
ゴムベルト用離型剤および離型剤の吹
き付け装置

三ツ星ベルト株式会社

14 空気入りタイヤの製造方法 横浜ゴム株式会社 45
スラッシュ成形用熱可塑性エラストマー
組成物およびスラッシュ成形表皮。

三ツ星ベルト株式会社

15 空気入りタイヤの製造方法 横浜ゴム株式会社 46 プロテクター装着ホースの製造方法 丸五ゴム工業株式会社

16 離型剤
東レ・ダウコーニング・シリ
コーン株式会社

47 ゴム成形品の成形方法および成形型 エヌオーケー株式会社

17 ゴムロールの製造方法 信越ポリマー株式会社 48 ウレタンフォーム用水性離型剤 株式会社ネオス

18 含フッ素アミド化合物 信越化学工業株式会社 49 ウレタンフォーム用水性離型剤 株式会社ネオス

19
粉末スラッシュ成形用熱可塑性エラスト
マー組成物および粉末スラッシュ成形
材料

三ツ星ベルト株式会社 50 ウレタンフォーム用水性離型剤 株式会社ネオス

20
タイヤ成型加硫用離型剤組成物及び
タイヤ成型加硫方法

日本油脂株式会社 51
離型剤組成物およびスラッシュ成形方
法

三洋化成工業株式会社

21 球状シリコーンゴムの水性分散液 信越化学工業株式会社 52 ゴム複合薄膜の製造方法 藤倉ゴム工業株式会社

22 ゴム用粘着防止剤 エヌオーケー株式会社 53 成形金型用薄膜及び金型 株式会社ブリヂストン

23
タイヤ成型加硫用離型剤組成物及び
タイヤ成型加硫方法

日本油脂株式会社 54 成形金型用薄膜及び金型 株式会社ブリヂストン

24 パウダーフリーの凝固剤組成物
アンセル・ヘルスケア・プロ
ダクツ・インコーポレーテッド

55 成形金型用薄膜及び金型 株式会社ブリヂストン

25
被膜を有する成形金型とその被膜形
成方法

森　邦夫 56
ポリウレタン成形品を製造するための
改良された内部離型剤

バイエル・アクチエンゲゼル
シヤフト

26 含フッ素４級アンモニウム塩 株式会社ネオス 57
ポリウレタンフォーム成形用水性離型
剤組成物

三和油化工業株式会社

27
内部離型剤を用いてポリウレタンを成
形するためのプロセスおよび得られた
成形製品

ドゥブルヴェイーテーセー
オー

58
オイルブリード性シリコーンゴムの成型
方法及びオイルブリード性シリコーンゴ
ム組成物

信越化学工業株式会社

28 シリコーン離型潤滑油 信越化学工業株式会社 59 離型剤組成物 セイミケミカル株式会社

29 フルオロシリコ―ン共重合体オイル 旭硝子株式会社 60
シリコーンオイル含有離型剤を用いて
加熱加圧成型した成型品

横浜ゴム株式会社

30
複合表皮、成形体、及びこれに使用す
るスラッシュ成形用熱可塑性エラストマ
―組成物

三ツ星ベルト株式会社 61 離型剤組成物
ジーイー東芝シリコーン株
式会社

31
熱可塑性エラストマー組成物およびこ
れを用いたスラッシュ成形表皮

三ツ星ベルト株式会社 62 ゴム加硫方法 住友ゴム工業株式会社
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