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CD-ROM版

平成１２年〜平成１４年（３年間）

￥17,900

マグネシウム材またはマグネシウム合

1 金材の表面処理方法

有限会社エス・ティ・シー

マグネシウム含有金属の低電気抵抗
2 性皮膜処理物及びその表面処理方法 ミリオン化学株式会社
マグネシウム合金、マグネシウム合金

3 の構造体、およびその製造方法

マグネシウム合金の低公害表面処理

4法

マグネシウム合金製鍛造薄肉筐体およ

5 びその製造方法

￥17,900

￥26,000 ）

マグネシウムまたはマグネシウム合金

30 の表面処理方法

耐食性の優れたアルミニウム及び又は

日本パーカライジング株式
31 マグネシウムを、クロム化合物を用いな 会社
い脱酸化膜で得る方法。

32 マグネシウム合金の表面処理方法

大塚 勝義

33 造方法および薄肉成形体

株式会社東京精鍛工所

34 化成処理液、高耐食性表面処理マグ 三井金属鉱業株式会社

マグネシウム合金製薄肉成形体の製

35

ネシウム合金製品及びその製造方法
表面処理マグネシウム材及びその製
造方法

メルテックス株式会社

36 マグネシウム部材及びその製造方法

8 マグネシウム合金筐体の製造方法

株式会社東芝

37 化方法及び防食処理方法

マグネシウム又はその合金表面の清浄

トリアジンチオ−ル誘導体によるマグネ

9 シウムとその合金のメッキ処理体ならび 森 邦夫
10
11
12
13

14 マグネシウム製品の処理方法
マグネシウム合金材の塗装前処理方

15 法

マグネシウム合金及びその製造装置な

松下電器産業株式会社

40 酸化マグネシウム膜の製造方法

石川島播磨重工業株式会
社
石川島播磨重工業株式会
社

上尾精密株式会社

41 マグネシウムの表面処理方法

三菱瓦斯化学株式会社

株式会社東京精鍛工所

42 マグネシウム合金製薄肉成形体

株式会社東京精鍛工所

マコー株式会社

43 よびマグネシウム合金部材

三菱瓦斯化学株式会社

44

マグネシウム合金の表面処理方法、お 日本パーカライジング株式
会社
マグネシウムまたはその合金の陽極酸
宇部興産株式会社
化処理液調整法
亜鉛含有マグネシウムリチウム合金の

45 表面処理方法

マグネシウムまたはその合金の陽極酸

46 化処理液

18 表面処理法

呂 戊辰

47 品の着色

19 マグネシウム合金の表面処理方法

日本パーカライジング株式
会社

48

マグネシウム製品の塗装前処理方法

20 および塗装前処理に用いるスマット除 松下電器産業株式会社
去装置
マグネシウム又はマグネシウム合金の 植田アルマイト工業株式会
表面処理方法
社
マグネシウム合金の高耐食性鋳造品

23

マグネシウム合金塗装物とその製造方
法
マグネシウム系合金成形品およびその
製造方法
マグネシウム合金の表面処理方法及
びその装置
マグネシウム合金の皮膜生成方法及
びその電解液

ディップソール株式会社

39 酸化マグネシウム膜の製造方法

三井プレイティング株式会
社

22 の製造法及び高耐食性鋳造品

株式会社タオ

松下電器産業株式会社

びに該部材のめっき剥離方法

21

日本軽金属株式会社

井上 明久

マグネシウム合金部材のめっき方法お

天然海水によるマグネシウムと合金の

株式会社東京精鍛工所

38 らびにその製造方法

16 よびマグネシウム合金めっき部材なら 株式会社日本製鋼所
17 マグネシウム材の表面処理方法

株式会社田中産業

アルミニウム含有マグネシウム合金用

7法

にこれらと有機高分子材料との複合体
マグネシウム合金キャビネット及び加工
方法
マグネシウム系基体及びその製造方
法並びに基体表面の改質方法
マグネシウム系部材のメッキ製品およ
びその製造方法
マグネシウム合金製薄肉成形体の製
造方法および薄肉成形体

三菱アルミニウム株式会社

シャープ株式会社

6 マグネシウム合金およびその製造方法 シャープ株式会社
マグネシウム合金への無電解めっき方

７７点

Ｂ５製本版

（ CD-ROM版・Ｂ５製本版 一括購入

No.9519

シャープ株式会社
宇部興産株式会社

マグネシウム又はマグネシウム合金物 マグネシウム テクノロジー
リミティド
ダイムラークライスラー・アク
マグネシウム材料の防食層
チエンゲゼルシヤフト
マグネシウム及び／又はマグネシウム

49 合金製部品の製造方法

マグネシウム又はその合金用表面処理

50 剤及び表面処理方法

大塚化学株式会社
ディップソール株式会社

ＤＬＣ成膜方法およびその方法を使用
三井金属鉱業株式会社

51 したＤＬＣ皮膜アルミニウム合金、ＤＬＣ 科学技術振興事業団
皮膜マグネシウム合金
マグネシウム又はその合金用電解発色
呂 戊辰
剤及び電解発色法

日本写真印刷株式会社

52

松下電器産業株式会社

53 マグネシウム合金製品の塗装方法

株式会社日本製鋼所

株式会社カイジョー

54 マグネシウム合金製品の製造方法

株式会社小糸製作所

千代田機器販売株式会社

55 物及び方法

27 マグネシウム製部品

株式会社シマノ

56 の製造方法

28 マグネシウム合金の防食皮膜

石川 進造

57 法

24
25
26

高耐食性表面処理マグネシウム合金

29 製品及びその製造方法

三井金属鉱業株式会社

マグネシウム合金の皮膜化成用組成
マグネシウム合金の塗装帯板およびそ
マグネシウム合金成形品とその製造方

貴和化学薬品株式会社
住友金属工業株式会社
松下電器産業株式会社

以下２０点省略

