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34
新規な燐酸エステル及び該化合物か
らなる離型剤

三井化学株式会社

1 有機フッ素化合物 信越化学工業株式会社 35 水性離型剤 中京油脂株式会社

2 金型潤滑剤 三水株式会社 36
ポリオ―ルとモンタン蝋酸の部分エ
ステルとモンタン蝋酸のＣａ石鹸を
含む蝋製剤

クラリアント・ゲーエム
ベーハー

3
新規な燐酸エステル及び該化合物か
らなる離型剤

三井化学株式会社 37 タイヤ成形用粉体離型剤 花野商事株式会社

4 離型剤
東レ・ダウコーニング・
シリコーン株式会社 38

ダイカスト用水性離型剤及びそれを
用いたダイカスト鋳造法

三和油化工業株式会社

5 金型鋳造用離型剤 トヨタ自動車株式会社 39
新規な燐酸エステル及び該化合物か
らなる離型剤

三井化学株式会社

6 金型鋳造用離型剤 トヨタ自動車株式会社 40 水性離型剤組成物 コニシ株式会社

7 含フッ素アミド化合物 信越化学工業株式会社 41
新規な燐酸エステル及び該化合物か
らなる離型剤

三井化学株式会社

8
タイヤ成型加硫用離型剤組成物及び
タイヤ成型加硫方法

日本油脂株式会社 42 ダイカスト用水性離型剤 宇部興産株式会社

9 水溶媒離型剤 松下電工株式会社 43 ダイカスト用粉末離型剤 宇部興産株式会社

10 超塑性成形用潤滑離型剤
スカイアルミニウム株式
会社 44 樹脂モールド金型の離型剤 三菱電機株式会社

11
硬化性樹脂組成物およびこれを含む
成形材料

株式会社日本触媒 45 潤滑剤 株式会社日本触媒

12
タイヤ成型加硫用離型剤組成物及び
タイヤ成型加硫方法

日本油脂株式会社 46
ゴムベルト用離型剤および離型剤の
吹き付け装置

三ツ星ベルト株式会社

13 金型鋳造用離型剤
エスティーティー株式会
社

14 上塗り用塗型剤 株式会社豊田中央研究所 47 塗型剤組成物 花王株式会社

15 加熱圧縮成型用離型剤組成物 三井化学株式会社 48 鋳造砂型用塗型剤 株式会社豊田中央研究所

16
金型鋳造用黒鉛系離型剤及びその製
造方法

トヨタ自動車株式会社 49 塗型剤 花王株式会社

17 抗菌性離型剤 日立化成工業株式会社 50 塗型剤 岡崎鑛産物株式会社

18
ダイカスト方法及びダイカスト用離
型剤

株式会社デンソー 51 水溶性離型剤 花野商事株式会社

19 通気性金型用離型潤滑剤
中日本ダイカスト工業株
式会社 52

ジアルコキシアルキル燐酸エステル
の精製方法

三井化学株式会社

20 含フッ素４級アンモニウム塩 株式会社ネオス 53 コンクリート離型剤 日本油脂株式会社

21 塗型剤 株式会社豊田中央研究所 54 樹脂製型の処理法および樹脂製型
ジェイエスアール株式会
社

22
内部離型剤を用いてポリウレタンを
成形するためのプロセスおよび得ら
れた成形製品

ドゥブルヴェイーテー
セーオー 55 ウレタンフォーム用水性離型剤 株式会社ネオス

23 シリコーン離型潤滑油 信越化学工業株式会社 56 ウレタンフォーム用水性離型剤 株式会社ネオス

24
鋳物の製造方法並びに鋳型及び塗布
剤

株式会社マツバラ 57 ウレタンフォーム用水性離型剤 株式会社ネオス

58 コンクリート用型枠離型剤 石川ミルコン株式会社

25
軽合金鋳造用塗型剤、軽合金鋳造用
金型及びその使用方法

日立金属株式会社 59
水硬性無機質材料用内添離型剤組成
物及び無機質硬化体の製造方法

一方社油脂工業株式会社

26 金型鋳造用離型剤
エスティーティー株式会
社 60 水性剥離剤 中京油脂株式会社

27 潤滑離型剤 株式会社デンソー 61
離型剤組成物およびスラッシュ成形
方法

三洋化成工業株式会社

28 鋳造用塗型剤組成物 花王株式会社 62 金型用潤滑・離型剤組成物 有限会社ケーテック

29
プラスチックモールド用離型剤組成
物、並びに、これを用いて．．．

キヤノン株式会社 63
無機化合物ガスクッション型粉体離
型潤滑剤

岡山県

30 Ｒ－Ｆｅ－Ｂ系磁石成形用離型剤 住友特殊金属株式会社 64 コンクリート離型剤 花王株式会社

31
ポリウレタンフォーム成型用離型剤
組成物

ユシロ化学工業株式会社 65 脂肪酸アミド化合物およびその用途 中京油脂株式会社

32 離型剤
ライン・ヘミイ・ライナ
ウ．．． 66 ダイカスト用離型剤 日華化学株式会社

33
成形部材用の、彩色適性有機溶剤離
型剤溶液からなる．．．

ワツカー－ケミー　ゲゼ
ルシヤフト．．． 以下９点省略
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