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1
プランジャー潤滑剤の供給機構及び
供給方法

花野商事株式会社 36 ダイカストマシンの離型剤回収装置 富士重工業株式会社

2 金型スプレーロボット
有限会社　山口ティー・エ
ル・オー

37 スプレー装置 花野商事株式会社

3
マグネシウム合金用成形金型への離
型剤の付着方法及び成形金型

株式会社デンソー 38 粉体離型剤等の塗布装置 株式会社アーレスティ

4 粉体離型剤塗布システム トヨタ自動車株式会社 39 ダイカストマシーン 日本軽金属株式会社

5
金属成型金型に対する離型剤の吹付
方法及び吹付装置

佐藤商事株式会社 40 金型冷却方法 花野商事株式会社

6 ダイカストマシンのスプレイ装置 東芝機械株式会社 41 ダイカストマシンおよび鋳造方法 東芝機械株式会社

7 ダイカストマシンのスプレイ装置 東芝機械株式会社 42 ダイカスト金型 アイシン精機株式会社

8 ダイカストマシン 東芝機械株式会社 43 離型剤塗布装置および塗布方法 日産自動車株式会社

9
粉体離型潤滑剤供給方法及び粉体離
型潤滑剤供給機構

花野商事株式会社 44 ダイカスト用塗布装置 富士重工業株式会社

10 粉体離型潤滑剤の塗布方法 花野商事株式会社 45
粉体離型剤塗布システムおよび鋳造
装置

アイシン精機株式会社

11 粉体離型潤滑剤の供給方法 広島大学長 46
金属射出成形機の離型剤拡散防止装
置

株式会社日本製鋼所

12
真空ダイカスト鋳造方法と真空ダイカス
ト鋳造装置

トヨタ自動車株式会社 47 アルミニウム合金のダイカスト鋳造法 アイシン高丘株式会社

13 粉体離型剤塗布方法及び金型 株式会社日本製鋼所 48 離型剤噴霧装置 株式会社日本製鋼所

14
ダイカスト機用離型剤噴霧方法及びそ
の装置

菱栄エンジニアリング株式
会社

49
ダイカスト鋳造機及びダイカスト鋳造方
法

株式会社デンソー

15
金属製品成形用金型における粉体離
型剤の塗布方法および金属製品成形
用金型

株式会社日本製鋼所 50
鋳造補助装置及び該鋳造補助装置に
よる作業方法

株式会社アーレスティ

16
金属射出成形機の離型剤ミスト吸引方
法及びその装置

株式会社日本製鋼所 51
ダイカスト鋳造における射出スリーブ用
潤滑剤塗布装置及び該装置を用いた
潤滑剤塗布方法

株式会社アーレスティ

17 塗型材の塗布方法およびその装置 本田技研工業株式会社 52
インサート中子及びそれを用いた内燃
エンジン用シリンダの製造方法

株式会社共立

18 塗型剤濃度調整装置 株式会社メイセイ 53
マグネシウム合金成形用表面処理金
型

長野県

19 離型潤滑剤の塗布方法及び塗布機構 花野商事株式会社 54 ダイカストマシン 東芝機械株式会社

20
離型剤排出機構を備えた金型装置お
よびその金型装置を用いた離型剤排
出方法

アイシン精機株式会社 55 ダイカストマシン 東芝機械株式会社

21
金型への粉末離型材塗布方法とその
装置

株式会社富山パーツ 56
金属成形体の製造方法およびそれに
用いる潤滑剤

富士通株式会社

22
ダイカストマシンの離型剤スプレイ装置
および離型剤のスプレイ方法

宇部テクノエンジ株式会社 57 金型成形方法 株式会社デンソー

23 金型用スプレー装置 株式会社アーレスティ 58 粉体離型剤供給装置 アイシン精機株式会社

24
ダイカスト装置における排気装置およ
び排気方法

株式会社豊田自動織機 59 離型剤回収装置 アイシン精機株式会社

25 成形用金型 株式会社デンソー 60 冷却媒体・離型剤噴霧装置 アイシン精機株式会社

26 スプレイ装置およびスプレイ方法 東芝機械株式会社 61 離型剤再生装置 富士重工業株式会社

27
金属成形体製造方法およびこれにより
製造される電子機器筐体

富士通株式会社 62
離型剤スプレー装置用スプレー位置
合わせ具

株式会社アーレスティ

28 ダイカスト装置及びダイカスト方法 株式会社デンソー 63 射出スリーブ内面への粉体塗布装置 株式会社アーレスティ

29 金属射出成形方法及び装置 株式会社日本製鋼所 64
成形金型の離型剤塗布装置および離
型剤塗布方法

ヤマハファインテック株式会社

30
ラドル給湯式ダイカストマシンによるダ
イカスト法

富士重工業株式会社 65 金型および粉体離型剤供給方法 アイシン精機株式会社

31 塗布方法 日本アチソン株式会社 66
チクソーモールド又はダイカスト鋳造型
の密閉式離型剤塗布システム

ユニオン精密株式会社

32 離型剤連続希釈供給装置 リックス株式会社 67 離型剤塗布装置 松下電器産業株式会社

33 金属成形方法及び装置 株式会社デンソー 68 スプレー装置用のスプレーヘッド
オスカー　フレッヒ　ゲゼル
シャフト　ミット　ベシュレンク
テル　ハフツング．．．

34
ダイカスト鋳造システムおよびダイカス
ト製品品質管理方法

三井金属鉱業株式会社 69 スプレーヘッド用スプレー要素
オスカー　フレッヒ　ゲゼル
シャフト　ミット　ベシュレンク
テル　ハフツング．．．

35 ダイカスト鋳造法 トヨタ自動車株式会社 以下４点省略
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