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1
鋼材の熱間圧延用潤滑剤組成物及び
鋼材の熱間圧延方法

新日本製鐵株式会社 32
アルミニウム又はアルミニウム合金板の
プレス方法

本田技研工業株式会社

2 絞り・しごき缶用潤滑油組成物 株式会社コスモ総合研究所 33
潤滑性に優れた水系金属表面処理組
成物

日本パーカライジング株式
会社

3 金属加工油組成物 日石三菱株式会社 34 高温塑性加工用潤滑剤 協同油脂株式会社

4 塑性加工用潤滑剤 株式会社コスモ総合研究所 35 熱間加工用潤滑剤及び潤滑方法 住友金属工業株式会社

5 アルミニウムの冷間圧延方法 住友軽金属工業株式会社 36
水洗除去容易な潤滑皮膜形成用潤滑
剤組成物

日本パーカライジング株式
会社

6
自動車ボディパネル用アルミニウム合
金板

住友軽金属工業株式会社 37
鋼材の冷間圧延に際しての圧延油の
調整方法

新日本製鐵株式会社

7
熱間圧延用ワックス状固形潤滑剤及び
熱間圧延方法

大同化学工業株式会社 38
難加工性金属材料の塑性加工用潤滑
剤

神鋼特殊鋼管株式会社

8
成形用アルミニウム板材及びアルミニ
ウム成形用潤滑剤

株式会社神戸製鋼所 39
潤滑性に優れた亜鉛系めっき鋼板及
びその製法

株式会社神戸製鋼所

9
潤滑処理アルミニウム又はアルミニウム
合金材料

住友軽金属工業株式会社 40
アルミニウム含有金属材料の表面処理
用組成物及び表面処理方法

日本パーカライジング株式
会社

10 潤滑性塗料
日本パーカライジング株式
会社

41 銅管加工用潤滑油 株式会社神戸製鋼所

11 潤滑剤組成物 協同油脂株式会社 42
濾過助剤およびこれを用いて金属工
作に用いた冷却油を再生する方法

ジョン　ラッセル　シュナイ
ダー　カンパニー　インコー
ポレイテッド

12 金属加工油組成物 株式会社コスモ総合研究所 43 熱間圧延油及び熱間圧延方法 協同油脂株式会社

13
圧延設備で使用された冷却媒体およ
びまたは潤滑剤を浄化する方法および
浄化設備

エスエムエス　シュレーマ
ン・ジーマグ　アクチエンゲ
ゼルシャフト

44 高温用潤滑剤組成物 新日本製鐵株式会社

14
熱交換器用プレコート・フィン材加工用
潤滑剤

昭和アルミニウム株式会社 45 チタン板用冷間圧延油組成物 新日本製鐵株式会社

15
高含有率ポリオキシアルキレングリセリ
ンエーテル脂肪酸エステルの製造法

第一工業製薬株式会社 46
防錆・潤滑剤が塗布された抵抗スポット
溶接性に優れたアルミニウム合金板

三菱アルミニウム株式会社

16
鋼板の直接供給方式用冷間圧延潤滑
油

日本パーカライジング株式
会社

47 熱成形用の潤滑系
ゼネラル・モーターズ・コー
ポレーション

17
金属缶用表面処理剤、その使用方法
および金属缶表面処理用濃厚液

日本ペイント株式会社 48
金属材料の塑性加工用水系潤滑剤組
成物及びその製造方法

日本パーカライジング株式
会社

18 潤滑剤 出光興産株式会社 49
金属材料の塑性加工用水系潤滑剤組
成物及びその製造方法

日本パーカライジング株式
会社

19
金属冷間加工用の複合皮膜形成用金
属表面処理液及び複合皮膜形成方法

日本パーカライジング株式
会社

50 銅管加工用潤滑油 株式会社神戸製鋼所

20
表面潤滑皮膜処理材およびその製造
方法

日産自動車株式会社 51
アルミニウム及びアルミニウム合金板の
低温成形用潤滑剤

株式会社神戸製鋼所

21
改良された潤滑組成物、およびそこで
有用な添加剤

ザ　ルブリゾル　コーポレイ
ション

52 銅又は銅合金管の抽伸加工用外面油 株式会社神戸製鋼所

22
硫黄を配位原子とする水系潤滑剤とそ
の使用方法

トヨタ自動車株式会社 53
アルミニウム又はアルミニウム合金板の
圧延方法

株式会社神戸製鋼所

23 高温用潤滑剤組成物 新日本製鐵株式会社 54
アルミニウム又はアルミニウム合金板の
圧延方法

株式会社神戸製鋼所

24 ステンレス継目無鋼管の製造方法 住友金属工業株式会社 55
アルミニウム又はアルミニウム合金板の
圧延方法

株式会社神戸製鋼所

25
水性流体中の真菌と細菌の生長の制
御に２－（チオシアノメチルチオ）－ベ
ンゾチアゾールと．．．

バックマン・ラボラトリーズ・イ
ンターナショナル・インコー
ポレーテッド

56
アルミニウム又はアルミニウム合金板の
圧延方法

株式会社神戸製鋼所

26
伸びフランジ特性に優れた高耐食性、
高加工性高張力冷延鋼板およびその
製造方法

川崎製鉄株式会社 57
アルミニウム又はアルミニウム合金板の
圧延方法及び装置

株式会社神戸製鋼所

27
アルミニウム板又はアルミニウム合金板
の潤滑皮膜形成方法。

日本パーカライジング株式
会社

58
アルミニウム及びアルミニウム合金板の
圧延方法

株式会社神戸製鋼所

28
アルミニウム及びアルミニウム合金の冷
間圧延油及びそれを用いる冷間圧延
方法

住友軽金属工業株式会社 59
圧延油剤原液組成物および圧延油剤
組成物

新日本石油株式会社

29 亜鉛めっき鋼板用防錆潤滑剤 花王株式会社 60
金属加工油剤原液組成物および金属
加工油剤組成物

新日本石油株式会社

30 ステンレス鋼板の表面疵の防止方法 川崎製鉄株式会社 61 熱間圧延潤滑油供給方法 株式会社神戸製鋼所

31 ステンレス鋼の熱間圧延用潤滑剤 日新製鋼株式会社 62 圧延用潤滑剤組成物 新日本石油株式会社

以下１３点省略

金属圧延油の組成　　No.9700
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