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1
表面硬化ポリカーボネート樹脂成形品
の製造方法

出光石油化学株式会社 30 離型剤組成物 三菱樹脂株式会社

2
水硬性無機質材料用水性離型剤組成
物

一方社油脂工業株式会社 31
離型材およびそれを用いた多結晶シリ
コンの鋳造方法

京セラ株式会社

3
メルカプト基含有オルガノポリシロキサ
ンの製造方法並びに該オルガノポリシ
ロキサンを用いた．．．

信越化学工業株式会社 32
ガラス成形用金型の潤滑離型剤及び
ガラス成形用金型のコーティング方法

東洋ガラス株式会社

4
ポリウレタンフォーム成形用水性離型
剤組成物

三和油化工業株式会社 33 ゴム成形体の成形加工方法 横浜ゴム株式会社

5
長鎖アルキル変性オルガノポリシロキ
サン及びそれを含有するトナー組成物

日本ユニカー株式会社 34 離型剤組成物 株式会社トクヤマ

6
ポリエチレンワックス変性オルガノポリ
シロキサン及びそれを含有するトナー
組成物

日本ユニカー株式会社 35 潤滑油剤 株式会社日本触媒

7 離型剤組成物 セイミケミカル株式会社 36 水分散型離型剤組成物 井村　健治

8 金型鋳造用の粉体離型潤滑剤 広島大学長 37
廃油再生処理剤及び廃油再生処理方
法

日石テクノロジー株式会社

9
高分子四弗化エチレン樹脂の特殊な
添加方法

東セラ株式会社 38 離型性付与樹脂組成物 日東電工株式会社

10
シリコーンオイル含有離型剤を用いて
加熱加圧成型した成型品

横浜ゴム株式会社 39
粘稠物質付着防止剤及び金型成形品
離型剤

佐藤　成勝

11 金型離型回復樹脂組成物の製造方法 住友ベークライト株式会社 40
油脂組成物、離型油及び離型油評価
方法

日清オイリオ株式会社

12
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 41
圧粉成形用型内潤滑剤および圧粉成
形法

株式会社神戸製鋼所

13 離型剤組成物
ジーイー東芝シリコーン株
式会社

42
粉末冶金用型内潤滑剤および粉末冶
金法

株式会社神戸製鋼所

14 ダイカスト用離型剤及びその製造方法 日華化学株式会社 43
フルオロポリマー、その製造方法及び
その使用方法

イー・アイ・デュポン・ドウ・ヌ
ムール・アンド・カンパニー

15 固体潤滑剤、およびその使用方法 シグマ株式会社 44
新規なホウ酸－炭化水素ジオール交
互共重合デンドリマー、その製法及び
用途

佐藤　成勝

16 ダイカスト用離型剤及びその製造方法 日華化学株式会社 45
金属型用離型剤組成物、離型性向上
方法およびそれらを用いた成型品の製
造方法

日本ユニカー株式会社

17
ポリウレタンレンズ成形用内部離型剤
及びそれを用いたポリウレタンレンズ

セイコーエプソン株式会社 46 離型剤 三菱化学株式会社

18
ウレタンエラストマー製ベルトの離型方
法及び突起付ウレタンエラストマー製
ベルトの離型方法

三ツ星ベルト株式会社 47
ポリウレタンフォーム成型用水系離型
剤組成物

中京油脂株式会社

19 離型剤組成物
ジーイー東芝シリコーン株
式会社

48 離型剤 三菱化学株式会社

20 離型剤組成物
ジーイー東芝シリコーン株
式会社

49 熱硬化性成形体用離型剤
アーベーベー・リサーチ・リ
ミテッド

21
スキン付ポリウレタンフォーム用スキン
の製造方法

三洋化成工業株式会社 50
合成樹脂加工分野におけるポリオレ
フィンワックスの用途

クラリアント・ゲゼルシヤフト・
ミト・ベシユレンクテル・ハフ
ツング

22
金型塗布油及びこれを用いた塑性加
工方法

新日本石油株式会社 51 金型用離型剤組成物 信越化学工業株式会社

23 オイルブリード性シリコーンゴム組成物 信越化学工業株式会社 52 ポリウレタンフォーム成形用離型剤 三井化学株式会社

24 離型剤、その使用および製造方法
アクモス　ヒェミー　ゲーエム
ベーハー　ウント　コンパ
ニー

53 ポリウレタンフォーム成形用離型剤 三井化学株式会社

25 成形品用非粘着仕上げ
イー・アイ・デュポン・ドウ・ヌ
ムール・アンド・カンパニー

54 潤滑離型剤及びその製造方法 電気化学工業株式会社

26 塑性加工用水性潤滑離型剤組成物 株式会社中央発明研究所 55
シリコーンエマルジョン組成物および
離型剤

ジーイー東芝シリコーン株
式会社

27 離型剤用溶剤型シリコーン組成物 信越化学工業株式会社 56
モールドコート法ポリウレタンスキン形
成剤用内部離型剤

三洋化成工業株式会社

28 金型用潤滑剤 東京電線工業株式会社 57 潤滑離型剤 電気化学工業株式会社

29 水溶性コンクリート離型剤
コスモ石油ルブリカンツ株
式会社

58
スラッシュ成形ポリウレタンスキン形成
剤用内部離型剤

トヨタ自動車株式会社
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