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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,10335 公開特許 平.11-平.20 80点 ￥30,000

No,10240       〃 平.17-平.19 83点 ￥29,000

No,9848       〃 平.14-平.16 76点 ￥25,700

No,9293       〃 平.11-平.13 75点 ￥22,500

No,8611       〃 平.8-平.10 82点 ￥34,600

No,10333       〃 平.14-平.20 74点 ￥25,000

No,9306       〃 平.5-平.13 80点 ￥25,000

No,10699       〃 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,9781       〃 平.16 69点 ￥17,500

No,9640       〃 平.15 64点 ￥15,600

No,10727 登録・公開 平.23 56点 ￥18,000

No,10336 公開特許 平.15-平.20 73点 ￥25,600

No,9486       〃 平.10-平.14 70点 ￥16,100
No,10242       〃 平.10-平.19 85点 ￥29,700

*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。

 ニュースガイドNo,

 題名

合計 ￥

 E-mail:

 TEL: FAX:

住所：〒

さび止め油の製造加工方法

ゴム成形金型用離型剤の組成

◎全文ＰＤＦ　CD-ROM版(抄録版付)

               〃

◎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

               〃

離型剤の組成と製造加工方法

鋳造用離型剤の製造加工方法

塑性加工用潤滑剤の組成
[登録・公開編]平成23年（1年間）　　56点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０７３１

お   申   込   書

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

※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      

               〃

鍛造用潤滑剤の製造加工方法

               〃

切削油剤の組成と製造加工方法

               〃

               〃

               〃
コンクリート用離型剤と剥離用塗料

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 水溶性金属加工油剤用防腐剤 株式会社ネオス 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

2
冷間塑性加工用潤滑剤組成物及びそ
れを用いた冷間塑性加工方法

住友金属工業株式会社 39 極圧潤滑剤組成物
ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社

3
金属加工用潤滑剤、金属加工用固形
潤滑膜の形成方法

スギムラ化学工業株式会社 40 難燃性グリース組成物 協同油脂株式会社

4 潤滑油組成物
東燃ゼネラル石油株式会
社

41 極圧潤滑剤組成物
ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社

5 冷間圧延油組成物 出光興産株式会社 42
潤滑用ガラス成形材、および熱間押出
製管用ビレットの製造方法

住友金属工業株式会社

6 塑性加工用水性潤滑離型剤組成物 株式会社ＭＯＲＥＳＣＯ 43 ブラスメッキ鋼線の伸線方法 株式会社ブリヂストン

7
金属の冷間引抜き加工方法、及び引
抜き材の製造方法

住友金属工業株式会社 44
低ガラス転移温度を有するポリマー組
成物

ローム  アンド  ハース  カン
パニー

8 塑性加工用潤滑油組成物
ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社

45
金属加工用潤滑剤および同潤滑剤の
調製方法

スギムラ化学工業株式会社

9
基体上にセグメント構造硬質膜と固体
潤滑層または流体状潤滑層を含む複
合摺動構造物、及び…

国立大学法人東京工業大
学

46
熱間圧延工具用潤滑剤および熱間継
目無管製造用マンドレルバーの表面
処理方法

住友金属工業株式会社

10 塑性加工潤滑剤 共栄社化学株式会社 47
潤滑油添加剤及びそれを含有する潤
滑油組成物

株式会社ＡＤＥＫＡ

11 潤滑油組成物
ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社

48 水系組成物 出光興産株式会社

12 マグネシウム合金用塑性加工潤滑剤
コスモ石油ルブリカンツ株
式会社

49 金属帯の冷間圧延方法 ＪＦＥスチール株式会社

13 継目無鋼管熱間圧延用潤滑剤 ＪＦＥスチール株式会社 50 冷間圧延用クーラント ＪＦＥスチール株式会社

14 水溶性金属加工油剤組成物 協同油脂株式会社 51 金属加工用潤滑油組成物 出光興産株式会社

15 新規界面活性剤 株式会社ネオス 52
加工油、加工油用添加剤および加工
方法

株式会社豊田中央研究所

16
アルミニウム管抽伸潤滑油及びアルミ
ニウム管の抽伸方法

住友軽金属工業株式会社 53 冷間圧延油及び冷間圧延方法
日本クエーカー・ケミカル株
式会社

17 温間・熱間塑性加工用潤滑剤
日本クエーカー・ケミカル株
式会社

54
難結晶性を有し、耐吸湿性、耐食性及
び加工性に優れる金属材料塑性加工
用水系潤滑剤及びその・・・

日本パーカライジング株式
会社

18 鋼の熱間塑性加工用焼付き防止剤 住友金属工業株式会社 55 多段成形用高潤滑処理鋼板 住友金属工業株式会社

19
金属加工用水溶性潤滑剤、その使用
に適した金属加工方法及び金属加工
装置

パナソニック株式会社 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

20 潤滑剤組成物 協同油脂株式会社

21 硬質炭素被膜 日産自動車株式会社

22
潤滑剤及びそれを用いた機械又は装
置

学校法人加計学園

23 生分解性潤滑油組成物 出光興産株式会社

24 塑性加工用潤滑油 トヨタ自動車株式会社

25
鍛造用油性潤滑剤、鍛造方法及び塗
布装置

株式会社青木科学研究所

26 アルミニウム加工用潤滑油組成物
ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社

27 水溶性金属加工油剤組成物 協同油脂株式会社

28 金属圧延油組成物 ユシロ化学工業株式会社

29 金属塑性加工用潤滑剤 福谷  泰雄

30
水溶性金属加工油剤組成物及びこれ
を用いたクーラント

ユシロ化学工業株式会社

31 塑性加工用水性潤滑剤 日華化学株式会社

32 塑性加工用水性潤滑剤 日華化学株式会社

33
潤滑油用添加剤、及び該添加剤を含
む潤滑油組成物

出光興産株式会社

34 水中油型乳化組成物 株式会社日本油剤研究所

35 酸化防止性能に優れた潤滑油組成物 株式会社ＡＤＥＫＡ

36
金属加工用油剤、金属加工方法及び
金属加工品

協同油脂株式会社

37 水溶性金属加工油剤 株式会社ネオス 以上56点収録

塑性加工用潤滑剤の組成　　　No.10731

[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　）


