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16
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18 離型剤の塗布方法及び塗布装置 セイコーエプソン株式会社 52
スプレー剤塗布方法及びスプレー剤
塗布装置

トヨタ自動車株式会社

19 金属成形品の製造ライン 本田技研工業株式会社 53
ダイキャスティング装置及びピストン潤
滑方法

アルカン　テヒノロギー　ウン
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