
株式会社国際技術開発センター
東京都千代田区内神田１－１５－６藤井第二ビル

 ＜日本特許･実用新案明細書収録セット＞                                    ホームページ公開中！ http://www.itdc-patent.com

＊最新の特許情報が満載！

(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,10799 公開特許 平.24 62点 ￥18,000

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,9441       〃 平.14 65点  ￥15,200

No,9253       〃 平.13 59点  ￥14,700

No,9052       〃 平.12 59点  ￥25,800

No,8612 登録・公開 平.10 59点  ￥27,700

No,8336       〃 平.9 61点  ￥28,300

No,8266 公告・公開 平.8 57点  ￥27,400

No,8038       〃 平.7 55点  ￥25,500
No,10348 公開特許 平.11-平.20 99点  ￥30,000

*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：〒

切削油濾過再生装置の構造

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

※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      
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               〃

切削油剤の組成と製造加工方法
[公開編]平成25年（1年間）　　61点

ニュースガイﾄﾞＮｏ,１０８８２

お   申   込   書

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

               〃

◎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

               〃

               〃

               〃

切削油剤の組成と製造加工方法



1 ミスト抑制剤 株式会社興人 30
エマルションの解乳化方法、並びに、
洗浄方法及び洗浄装置

ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社

2
スライム剥離剤およびスライム剥離方
法

伯東株式会社 31 水系の微生物抑制方法 栗田工業株式会社

3 潤滑油基油
ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社

32 水溶性消泡剤および低泡性加工油剤 株式会社ネオス

4 スライム剥離方法 伯東株式会社 33
シリコンインゴットスライス用含水切削
液

三洋化成工業株式会社

5 水性切削液および水性切削剤 日油株式会社 34
シリコンインゴットスライス用含水切削
液

三洋化成工業株式会社

6
濾過膜洗浄剤および濾過膜の洗浄方
法

三菱レイヨン株式会社 35 金属加工用潤滑油組成物 出光興産株式会社

7 防かび組成物
日本エンバイロケミカルズ
株式会社

36
消泡剤用オイルコンパウンド及び消泡
剤組成物

信越化学工業株式会社

8 微生物防除剤
日本エンバイロケミカルズ
株式会社

37
固定砥粒ワイヤソー用水溶性加工液、
切削加工方法

日華化学株式会社

9
シリコンインゴットスライス用含水切削
液

三洋化成工業株式会社 38 エマルジョン型水溶性切削油添加剤 夏目　伸一

10 潤滑油基油及び潤滑油組成物
ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社

39 洗浄用溶剤組成物 旭硝子株式会社

11 微生物防除剤
日本エンバイロケミカルズ
株式会社

40
硬質脆性材料の工作物を切削又は研
削工具で切断する際に使用するため
の加工組成物

達興材料股▲ふん▼有限
公司

12 水系潤滑液組成物
コスモ石油ルブリカンツ株
式会社

41 潤滑剤組成物 三井化学株式会社

13 表面張力低下剤 阪本薬品工業株式会社 42 潤滑剤 株式会社クラレ

14 金属加工油組成物 出光興産株式会社 43
固定砥粒ワイヤソー用水溶性加工液
及び切削加工方法

日華化学株式会社

15
固定砥粒ワイヤソー用水溶性加工液、
切削加工方法

日華化学株式会社 44
アルキレンオキサイド付加物、その製
造方法および用途

松本油脂製薬株式会社

16
水溶性金属加工油剤、金属加工液、
及び金属加工方法

出光興産株式会社 45
白金水溶液及び水溶性切削液浄化装
置

バイオエポック株式会社

17
水溶性金属加工油剤、金属加工液、
及び金属加工方法

出光興産株式会社 46 含水潤滑剤組成物 第一工業製薬株式会社

18 潤滑剤 株式会社クラレ 47
超仕上げ加工用水溶性加工油剤組成
物

協同油脂株式会社

19
潤滑油用摩擦摩耗低減剤及びそれを
含有する潤滑油組成物

株式会社ＡＤＥＫＡ 48
１，１，１，２，２，３，４，５，５，５－デカフ
ルオロ－３－メトキシ－４－（トリフルオ
ロメチル）－・・・

スリーエム　イノベイティブ
プロパティズ　カンパニー

20
洗浄剤組成物及びそれを用いた洗浄
方法

東ソー株式会社 49 改善された性能を有する切削液
ダウ　グローバル　テクノロ
ジーズ　エルエルシー

21 加工方法 株式会社ジェイテクト 50
切削流体および切削スラリーのための
ポリアルキレングリコール－グラフトポリ
カルボキシレートサスペン・・・

ダウ　グローバル　テクノロ
ジーズ　エルエルシー

22 水性洗浄剤 出光興産株式会社 51
ダイヤモンドワイヤーソーと共に使用す
る水性切削液

ダウ　グローバル　テクノロ
ジーズ　エルエルシー

23 徐放性粒子およびその製造方法
日本エンバイロケミカルズ
株式会社

52
ナフテン系プロセス油の水素化による
製造方法

クラウス　ダーレケ　コマン
ディートゲゼルシャフト

24 洗浄剤及びその製造方法 旭化成ケミカルズ株式会社 53 摩擦低減添加剤
クローダ　インターナショナ
ル　パブリック　リミティド　カ
ンパニー

25 徐放性粒子およびその製造方法
日本エンバイロケミカルズ
株式会社

54 研磨材用の加工液
ビーエーエスエフ　ソシエタ
ス・ヨーロピア

26 油剤組成物
ＪＸ日鉱日石エネルギー株
式会社

55
ヒンダードフェノール性酸の多官能性ヒ
ドロキシル化アミン塩を含有する潤滑
組成物

シェブロン・オロナイト・カン
パニー・エルエルシー

27
水溶性金属加工油剤組成物、クーラン
ト、アミン化合物の気相防カビ剤として
の使用、気相防カビ方法、及・・・

ユシロ化学工業株式会社 56
ヒンダードフェノール性酸の多官能性
のボレート化されたヒドロキシル化アミ
ン塩を含有する潤滑組成物

シェブロン・オロナイト・カン
パニー・エルエルシー

28 金属加工用潤滑油組成物 出光興産株式会社 57
固定砥粒ワイヤーソー用水溶性切断
液、それを用いたインゴットの切断方
法、そのリサイクル方法及び切断・・・

パレス化学株式会社

29 ミスト抑制剤
興人ホールディングス株式
会社 以下4点省略

切削油剤の組成と製造加工方法　　　No.10882

[公開編]　　平成25年（1年間）　　　　61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　）


