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(税込価格) (本体価格)

￥１８，９００－ ￥１８，０００－

￥１８，９００－ ￥１８，０００－

￥２８，３５０－ ￥２７，０００－

(本体価格)

No,10699 公開特許 平.23 49点 ￥18,000

No,10560       〃 平.22 59点 ￥24,000

No,10423       〃 平.21 59点 ￥24,000

No,10295       〃 平.20 61点 ￥25,300

No,10141       〃 平.19 67点 ￥26,400

No,10037       〃 平.18 66点 ￥24,500

No,9910       〃 平.17 61点 ￥22,400

No,9196       〃 平.1-平.12 111点 ￥38,000

No,10697       〃 平.23 50点 ￥16,000

No,10564       〃 平.22 60点 ￥22,000

No,10424       〃 平.21 65点 ￥25,300

No,10290       〃 平.20 78点 ￥29,400

No,10139       〃 平.19 81点 ￥29,700

No,10029       〃 平.18 81点 ￥29,700

No,9899       〃 平.17 77点 ￥27,600

No,10337B 特許登録 平.20 67点 ￥25,000

No,10337A       〃 平.19 67点 ￥25,000

No,10072       〃 平.16-平.18 97点 ￥38,800

No,9699       〃 平.13-平.15 75点 ￥30,000
No,9091       〃 平.8-平.12 85点 ￥33,300

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、ＥメールまたはＦＡＸ・郵便にてお送りください。
（メール宛先： kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります）

［CD-ROM版はＰＤＦファイルにしおりリンク機能、Ｂ５製本版はＢ５サイズ･目次製本済みです。
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◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)
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◎全文紙収録　　Ｂ５製本版

◎CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入

既刊関連セットのご案内
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切削油剤の組成と製造加工方法

さび止め油の製造加工方法
[登録・公開編]平成23年（1年間）　　56点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０７２７

お   申   込   書

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

固体潤滑剤の組成と製造加工方法

※料金には別途送料がかかります。

２～３日中に請求書同封の上お送り致します。］

ＴＥＬ０３－３２９４－８０６１（代）
ＦＡＸ０３－３２９４－８０６３      

               〃

               〃

               〃

錆取り剤の組成と防除方法

金属の腐食防止剤の組成

               〃

               〃
               〃

担当者名

所属部署名

会社名 ご注文内容

CD-ROM版 or Ｂ５製本版 or 一括購入



1 潤滑油組成物 昭和シェル石油株式会社 34 有機系水溶性調質圧延油剤 協同油脂株式会社

2
自動車用高張力鋼板のプレス加工用
の潤滑油

トヨタ紡織株式会社 35 さび止め油組成物
ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社

3 グリ－ス組成物
ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社

36 水溶性金属加工油剤 協同油脂株式会社

4
防錆性および耐摩耗性が改良された
グリース組成物

昭和シェル石油株式会社 37 さび止め油組成物
ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社

5 さび止め油組成物
ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社

38 エマルション組成物
有限会社アプライドダイヤ
モンド

6
石油類容器用金属材料の局部腐食性
評価方法

株式会社神戸製鋼所 39
防錆剤組成物、防錆用樹脂組成物、
および防錆用フィルム

中部キレスト株式会社

7
トルクリミッタ用潤滑油、潤滑グリースお
よびトルクリミッタ

ＮＴＮ株式会社 40
抗乳化剤、その製造法及びそれを含
有する水溶性加工油剤組成物

大同化学工業株式会社

8
石油類容器用低合金鋼材の局部腐食
性評価方法

株式会社神戸製鋼所 41 潤滑油組成物 昭和シェル石油株式会社

9 洗浄兼さび止め油組成物
ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社

42 潤滑油組成物 昭和シェル石油株式会社

10 さび止め油組成物
ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社

43 ブラスメッキ鋼線の伸線方法 株式会社ブリヂストン

11 転がり軸受 日本精工株式会社 44 鉄鋼圧延機用転がり軸受 日本精工株式会社

12
アルミニウム及びその合金用変色防止
剤及び該変色防止剤を含有するアルミ
ニウム及びその合金用水溶性加・・・

株式会社ネオス 45 金属加工油組成物 東邦化学工業株式会社

13
（ジチオ）リン酸エステル系潤滑油添加
剤、ならびにこれを含有する潤滑油組
成物およびグリース組成物

株式会社ＡＤＥＫＡ 46 潤滑油組成物
ＮＯＫクリューバー株式会
社

14 潤滑油用組成物 昭和シェル石油株式会社 47 潤滑油組成物 昭和シェル石油株式会社

15 さび止め油組成物
ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社

48
ローラー式一方向クラッチ用グリース組
成物

協同油脂株式会社

16 潤滑油組成物 昭和シェル石油株式会社 49 合成潤滑剤
日本合成化学工業株式会
社

17 人体に安全な潤滑剤組成物 住鉱潤滑剤株式会社 50 蒸れ防止用開口部付き靴下 吉田  点

18 潤滑剤組成物
ＮＯＫクリューバー株式会
社

51 潤滑油組成物
インフィニューム  インター
ナショナル  リミテッド

19 低芳香族溶剤の製造方法
ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社

52
表面処理剤、表面処理方法及び機械
部品

ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社

20
防錆添加剤および防錆油組成物、並
びに金属材の防錆処理法

中部キレスト株式会社 53 多段成形用高潤滑処理鋼板 住友金属工業株式会社

21 潤滑剤及び潤滑流体組成物
ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社

54
固定砥粒ワイヤソー用水溶性加工油
剤組成物

協同油脂株式会社

22 潤滑油組成物 昭和シェル石油株式会社 55
有用な乳化および錆止め性能がある
耐摩耗作動液組成物

シェブロン・オロナイト・エ
ス．アー．

23 焼結機械部品 ＮＴＮ株式会社 56 水中油型乳化組成物
有限会社アプライドダイヤ
モンド

24
油類貯蔵容器用耐食鋼材およびその
製造方法ならびに油類貯蔵容器

株式会社神戸製鋼所

25
二硫化モリブデンによる潤滑層の生成
方法

大東潤滑株式会社

26
エステル及びこれを含有する防錆油組
成物並びに潤滑油組成物

日本精化株式会社

27 潤滑油組成物 昭和シェル石油株式会社

28 さび止め油組成物
ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社

29
防錆性および耐摩耗性が改良された
グリース組成物

昭和シェル石油株式会社

30
防錆性及び低摩擦性にすぐれた生分
解性潤滑油組成物

ヤナセ製油株式会社

31 気化性防錆剤組成物 中部キレスト株式会社

32 潤滑剤組成物 昭和シェル石油株式会社

33 潤滑油組成物
ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社

以上56点収録

さび止め油の製造加工方法　　　No.10727

[登録・公開編]　　平成23年（1年間）　　　　56点

　　　　　　　　　　　　　CD-ROM版　　　￥18,900    　　  　　　  　　　　Ｂ５製本版　　　￥18,900　　　（全て税込価格）                    

（　CD-ROM版・Ｂ５製本版　一括購入　　　￥28,350　）


