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ПЕРВЫЕ В НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЙХИМИИ

90都市
7国ロシア

カザフスタン
ベラルー
シ

アゼルバイジャン

ウズベキスタン

キルギス

タジキスタン

JSC「NIIneftepromhim」を開発し、石油生産プ
ロセス用化学品を実装します。

JSC「NIIneftepromhim」は、1978年2月24日からの物語
とソ連の石油省は NGO によって形成された
「 Sojuzneftepromhim 」 は 、 研 究 所
「 VNIPIneftepromhim 」 の 単 位 (1992 年 に
「NIIneftepromhim」に変換された)だった。

JSC「NIIneftepromhim」を開発し、以上 150 名化学製品・
技術を紹介します。彼らはすべて認めた石油ガス業界
で使用する、標準的な技術的なドキュメントを確認します。
組織の品質マネジメントシステムは、ISO 9001-2015 の
標準に準拠して認定されています。

JSC [NIIneftepromhim]は、供給機器、化学製品の必要
量を最短の時間でと研究所、パイロットテストを実施推
進の統括することができる。

ブランドとそのアプリケーション技術 SNPKH の下で化
学物質のソリューションは、ロシア、アゼルバイジャン、
ベラルーシ、カザフスタン、キルギスタン、タジキスタ
ン、ウズベキスタンの油田で正常に使用される。

仕入れでは、様々な石油会社、最も大きいを含
む試薬 :  PJSC 「NK 「Rosneft」、 JSC 「
Gazpromneft」、 JSC 「Lukoi l」、 JSC「
Tateft]、 JSC 「Transneft]、 JSC 「RITEK]
、 JSC 「NK 「RussNeft]、 JSC 「
Surgutneftegaz」、 LLC「 INK]、 JSC「
Zarubejneft」、「Belorus-neft] 生産組合。
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ПЕРВЫЕ В НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЙХИМИИ

活動の主要な方向

貯水の回復とAES 井戸を改善
できる。

組成と貯水の回復と石油生産
の刺激を向上させる技術。

開発、製造、化学物質の抽出、
交通機関およびオイルの準備
のための導入:

• 種類のエージェント；

• 腐食抑制剤;

• 殺菌剤;

• 硫化水素、メルカプタン中
和剤;

• 無機塩；

• 阻害剤と駆除 AFS;

• 油の粘度を下げるための
試薬。

実験室の研究および工学サポート
サービス。

デバイス研究所の機器の
実現

当社と協力する有利は

課題を解決する多面的なアプローチ

40
年の経験

150
製品

333
特許と著作権証明書

520
化学的記事年間生産量

13 000トン
監視と研究

科学の発展

パイロット工業テスト

化学製品の製造

監督、メンテナンス
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貯水の回復と石油生産の
刺激を向上させる技術

JSC 「NIIneftepromhim」 は、貯水の回復
と石油生産、最大の効果と炭化水素か
らのパラメーター抽出に向けた技術を通
じて収益性の刺激を改善するプレックス
ソリューションを提供します。生産性の
高い層、ルッシヤーの悪用可能な預金
のコストの低減、残油の開発に関与を留
保します。

ПЕРВЫЕ В НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЙХИМИИ

水制限
SNP H -9633,
SNP H -9640,
SNPH-PUS

高技術 (80% 以上) で異種の貯留層の開発の効率を
向上させる

配置プロファイ
ル ピックアップ

SNP H -9633,  
SNPH-9640

高生産井 (60-90%) と注入水貯水池のすべての鉱化
作用と不均質油層条件で通常氾濫の間に増加した
油回収

修理・断熱工事
SNPH-3002

ゾーンの買収を接続し、掘削プロセス、石油と天然ガ
ス井戸の修理

炭酸塩貯留層で
石油生産の発達

SNPH- 9010,
SNPH- 9633
(SNPH-9640) + 酸の
組成

バランスのとれたを使用して処理された貯留層間隔
の効果的な発達、油酸システムの特定の状況に適応

砕屑岩貯水池に
油の抽出を激化

SNPH- 9021,
SNPH- 9030,
SNPH- 9633
(SNPH-9640) + кис-
лотный состав

復元して多孔質水曜日形成と貯留層の深い研究を目
詰まりから形成ゾーンのクリアのための井戸の生産
性の向上

酸パック SNPH- 8903  
SNPH-8905

変更する複雑な添加剤多機能抑制塩酸塩酸と貯水池
の治療

液体の妨
害

SNPH-9777に基づい
て

油井・ ガス井をアップロードするときに使用

貯水池復旧複雑
なアクションを向
上させる技術

SNPH-95М, PG-UVS
注入水の石油うを発掘する能力のそれに続く増加と
攻のカバレッジの拡大によって石油埋蔵量 を開発す
るように設計

月の物理化学的方
法

による化学治療

縫い目や音響波化学試薬の複合的影響
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ПЕРВЫЕ В НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЙХИМИИ

水制限
界面活性剤(UK PAV) の井戸炭化水素組成の加工技術

• 低貯蔵所の温度 (最大 60 ° c) 開発試薬 SNPH 9633

• 高架タンク温度 (60-105 ° c) 開発試薬 SNPH 9640

生産井
水の流入(SNPH 9633、SNPH 9640) の技術を制御します。

技術、製品を取得し、石油炭酸と陸源砕屑物 (60-99%) 高製品の流れを増やすに水遣りを減らすために設
計されていますさまざまな塩分水。

メソッドは、刑法をダウンロードするときに形成される帯水層エマルジョン系飽和ゾーンをブロックに基づい
ています。発生したエマルジョン形成ゾーン、水耐浸食を洗浄し、オイルによる高選択性を提供し、現在の
オイルの浸透性を影響しませんと接触時に破棄されます。 さらに開発した試薬は疎水性効果、RASの能力
を持っているし、AFS、油の粘度を下げるを分散します。

刑法の適用を改善するためには、界面活性剤組成および/またはフィラーに入力することをお勧めします。
添加物の導入だけでなくエマルジョン システムのスピード形態とその安定性が、また強度と耐久性を向上す

ることができます。これは特性を妨げる、エマルジョンの形成からうつ病や削減機会幹に感受性を減らすこ
とに貢献します。

アプリケーション エクスペリエンス

指標 SNPH-9633
SNPH-9633 使用しておよび/ま
たはフィラー

ハード通貨の数-OBR。 2 000以上 900以上

石油生産 (t/NCR-編曲)。
1000 1200以上

毎日平均増加 (t/d) の石油
の流れ

2,0-5,0 2-6,5

精巧性 70%以上 75%以上

水に沿って抽出の削減
(t/NCR-編曲)。

年陸、

8 9

2000以上 Б2500以上

効果の長さ
1 年以上で 2 年間炭酸貯水池

1,5-2,5年

最初の数ヶ月で露出-9640 SNPH 修飾子またはほとんど井戸充填後製品を取得し、オイルの流れを増や
すに落ちた水をまきます。

注入井戸
注入井戸を通じて、CC を見た油層において技術の影響。 技術はさまざまな塩分貯留層の不均質層の観
点から油田の指標を改善するために設計されています、注入された水と高も製品。

ろ過の再分配に寄与するゼラチン、粘性の外側炭化水素位相安定なエマルションをフォームに基づく試薬
「炭化水素界面活性剤石灰水の溶媒組成物」能力にスレッドとするプロント注入井戸に変位しています。こ
れは最終的に削減技術製品と生産井での原油流出の増加に します。 さらに、技術は疎水性効果が溶解
し、油の粘度を下げる AFS を分散することができます。

技術 SNPH 9633 (114)  を適用する経験 ):
• 石油生産 - 2000 t 以上/NCR-OBR;
• 成功は 78%
メリットと刑法 UK PAV (SNPH 9633、SNPH 9640) とそれに基づく技術の特徴:
• メリットと刑法 pav (SNPH 9633、SNPH 9640) とそれに基づく技術の特徴:
• 低流動点 (以下マイナス 55 °c);
• 粘土の膨れる寄与；
• 大量の水を通信することができる；
• 解散と AFS; の効果を促進する；
• 使用して、標準の油田装置;
• 商品の形で来る必要ない；
• 低粘度 (通常 1.5 mm 2/s);
• 水 (10-2-10-4 MN/m)との国境で低い界面張力; 
• 選択性への影響。



ПЕРВЫЕ В НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЙХИМИИ
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SNPH-PUS

生産井の作品を防水、注入井戸の動きの方向の再割り当て浸透流を設計されています。 水との接触を形成、
硬化異機種システム。すなわち水タイトなシステムを形成する水孤立のコレクターをブロックし、その後開発
井戸に課された接触の大きい選択を続けています。

利点:

選択性、均質性、低粘度、高接着性、1 SLE 時間/編曲。６時間に過ぎないし、使用して標準的な油田装置。

アプリケーションの経験：

• 井戸-120; 数

• 30-70% の技術を削減しながらオイルの余分な井戸-300-1500 トンの生産に技術の効果

• 作業厚さ 1 m 当たりの消費量は 0.5-1.50 トン。

修理及び絶縁作業
SNPH-3002
タンポン固める液体

技術は、柱の性能と zakolon オーバーフローの除去をシールするために使用されます。

SNPH 3002 が、nそれをアップロードすることができます低粘度低。組成は硬化時間、プラストの温度で使
用の広い範囲を持って、90 ° c。曲げ、プレスでこの構造体の強度セメントの優れた強度の石、井戸を動
作しているときに高いうつ病を受ける情報列のサイト操作の分離に適用することができます。

アプリケーションの経験。

• 井戸-150; 数

• 成功-80% 

油の流れの発達
酸パックSNPH-8903

(尚) 接種インガ 塩や塩酸とフッ化水素酸の混合物の多機能複合添加の物。

添加物、バランスのとれた構成を表す含まれています: ブレーキ応答行列種、一般的な溶剤、教育複合体、
界面活性剤のブレンドの組成と性質、種類AFS。

利点:

• 炭酸塩岩帯水層; と塩酸の反応速度の減速

• 高浸透の制服- と低透水性ゾーンの品種は、帯水層 ; の全体の厚さの開発になりアクティブな半径増
加排水と関与

• エマルジョンと露出されたときは堆積物の形成を防ぐこと ; 酸と地層流体

• 品種; と酸の反応後貯水池の降雨量の抑制

• -0.07 する接触「酸オイル」の国境に界面張力の減少 0.01 MN/m。

• 最小限の調理の酸性の組成物。

アプリケーションの経験：

• 井戸-400; 数

• 1 に油の追加油 300 トン SLE/ar;。

• まあ 1 日より 2.0 t/d; 時の石油の流れの平均利得

• 効果のより多くの平均期間 10 ヶ月より

• 井戸のより多くの治療の成功 85% 以上。

鉄イオンSNPH-8905 のスタビライザー

鉄イオン SNPH-8905のスタビライザー

SNPH 8905は、床の穴と形成ゾーンの酸処理のための技術プロセスにおける鉄イオンを安定化するもの。

SNPH 8905は、鉄イオンに戻します。消費率、酸性成分は 0.8-1.0%。(5000 ppm fe 3 +) 0.5 〜 0.7%。
(2500 ppm fe 3 +)

利点:

• 低流動点 (以下マイナス 50 ° c);

• 立ち下がり汚泥及び形成流体と永続的なエマルジョンの形成の防止

貯水池 の保全貯留層特性



ПЕРВЫЕ В НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЙХИМИИ

炭酸塩貯留層SNPH 9010 g

陸コレクターSNPH-9021SNPH-9021

炭酸や砕屑岩貯水池から原油回収率向上を目的としたテクノロジは、油の水エマルジョン、形成ゾーンの
清掃効果の形成を防ぐ。

融点 :
• 温度 80 ° c

• fe 3 + イオンを安定させる能力

• 塩の沈殿物プロセスの抑制

• 原料の最適化

• コスト競争力。

効果を達する道 :
• 品種と粘土粒子を分散のスケルトンの部分溶解でよく形成ゾーンのアクティブな排水範囲を広げ

る;

• 機械不純物から間隙チャンネルを洗浄、分散生産と AFS 事務所で粘土鉱床;

• 国境油-水の毛管力を低減;

• エマルジョン酸; を防ぐ;

• 効果的な洗浄多孔質目詰まりから形成ゾーンの水曜日。

アプリケーションの経験SNPH-9010G

オブジェクト
デザイン

ツルネイスキー、バ
シキール層

バシキールスイート ,

ヴェレイスキー地平線 ポドルスキー地平線

石油生産 1/編曲。

1270 600 – 1000 860

成功 % 93 85 90

オイルの流れの平均
利得 t/d

2,0 2,1 2,3

アプリケーションの経験SNPH-9021

デザインの
主なオブ
ジェクト

12 13

クリノヴスキ、ボ
ブリンスキー地
平線

マレノブスキー
地平線

アチモヴ ス
イート

ヴァ主眼スカヤ、
￥メギオンスカ
ヤスイート

石油生産 1/編曲。

1145 600 1360 1300

成功 % 100 — 100 82

オイルの流れ
の平均利得
t/d

2,1 1,6 1,6-6,0 2,0-20,0 (平均
6,0)

技術設計高酸処理水量貯水池(NKOVP)

技術は、水抽出、高技術 (80% 以上) でさまざまな塩分と不均質炭酸塩岩や砕屑岩貯水池において酸
治療の効果を高めるために設計されています。

メソッドは、透水性の向上とブロック ゾーンによる酸処理の効果を高めるに基づいています。刑法の接
触から生じる粘性型エマルジョン型システムを使用してブロックの透水性ゾーンを管理します。

石灰水と界面活性剤。続いてダウンロード酸による、監督は高級ゾーンにでオイル タイトなゾーン以前
の影響の下でカバーされません。

アプリケーションの経験 (43製品.):
• 油の流れを増やす 1.5-5 回。

• 石油生産-以上の 800 t/NCR-arr;。

• 1000 t 以上の方法で生産された水よりに沿ってボリュームの削減/NCR-OBR。;。

• 効果のより多くの平均期間 1 年以上

• メソッドの成功は 70% 以上です。
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配置プロファイルピックアップ
油層刺激のため近代化技術

技術は、注入水の石油を屈出する能力のそれに続く増加と攻のカバレッジの拡大によって石油埋蔵量 石
油を屈出するのを開発する設計されています。

使用と石油を屈出するで構成される作業エージェントの分散と同様、異なる性質、成分、濃度の界面活性
剤の最適な組み合わせを使用して処理の効率を向上させるための条件を改善するためには、技術の本質
また、システムをブロックします。

界面活性剤ミセル構造ポリマーと微細なフィラーを用いた高分子分散型システムと同様、高 石油を屈出す
るプロパティとして構成する技術は異なります。

アプリケーションの経
験
技術

処理領域の合計数 その他石油屈出、千/
トン

SNP H -95М 49 196,3

PG-UVS 53 190

100%

65%

30%

井戸のミュート

14 15

月の物理化学的方法
触媒を用いた化学治療

技術は、強化された油回収などの化学的・物理的方法の組み合わせに基づいています。化学・物理
分野のアプリケーションが相乗効果を実現することができます : 処理の効率を大幅に向上します。

革新的な方法を含む酸性成分の形成への注入 (SNPH 9010 G、SNPH-9021 (9030) または塩酸添加
SNPH 8903 と) および音波の処理。

複合アプリケーションでは、することができます：

• 何回か酸の組成形成を浸透させる

• 音響のインパクト ゾーンで化学反応をアクティブに監視します。

処理された井戸の特性に応じて超音波と音響衝撃波の音波を使用できます。

液体エマルジョン系妨害

乳化剤 SNPH-9777 反転エマルジョンを取得する :
• 石油およびガス井の減衰
• 試薬プロセス液体; の準備のための拠点として
• 石油と天然ガスの凝縮体分野の開発を
• 生産性の高い浸水コーブの一時的な隔離のため酸性坑治療前。.

液体エマルジョン系妨害エマルジョンです：
• 解決策 (水曜日) 炭化水素分散乳化剤 SNPH-9777;
• 分散相水、石灰化の異なる塩;
• 粘度と流体減衰比と相の密度は規制度ミネラルウォーター会社.

利点 :
• 貯水池の保全貯留層特性;
• 井戸の可能な減少の散水製品油の流れを失うことがなく、最短時間で動作モードを終了する。
• 1.0 から 1.6 g/cm 3まで、広い範囲で妨害液体の密度規制; 
• 熱安定性、90 ° c。



開発・生産・抽出、交通機関お
よびオイルの準備のための化
学薬品の導入

JSC「NIInefteprokhim」「エンジニア リング企業」の主
な活動の 1 つは、収集、輸送と油生産のプロセスの
有効性を確保するためです。添加剤、試薬の異なっ
たグループの使用は、低い運用コスト提案と化学シ
ステムの改善を提供します。

ПЕРВЫЕ В НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЙХИМИИ

オイルの準備

抗乳化剤
SNPH- 4410, SNPH-4103, SNPH-4114, SNPH-
4315, SNPH-4480, SNPH-4460, SNPH-4880,
SNPH-4901, SNPH-4810 А

パイプライン、オイル粘度を下げるの保護
SNPH-7909, SNPH-7963

硫酸塩還元細菌との戦い
殺菌剤 SNPH-1050, SNPH-1517

井戸の洗浄、釣り、圧力パイプライン

パラフィン除去預金 SNPH-7р-14,  SNPH-7870,
試薬

SNPH-7890 (水溶液の形態) 

地下設備の保護

腐食防止剤
SNPH-6030, SNPH-6418, SNPH-6035,  
SNPH-6825, SNPH-6438, SNPH-6201

パラフィン預金・ ポンプ装置および地下の井
戸、流線および収集タンクの唯一の堆積物防
止

AFS の阻害剤
SNPH-ИПГ-11, SNPH-7941, SNPH-7920,  
SNPH-7909, SNPH-7963, SNPH-7912М

唯一堆積物の阻害剤
SNPH- 5311-Т, SNPH-5312 (Т,С), SNPH-5313 (С,Н),  
SNPH-5314, SNPH-5316, SNPH-5317
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ПЕРВЫЕ В НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЙХИМИИ

抗乳化剤

脱水と脱塩原油収集システムと広い温度範囲での油処理プラントの過程で適用されます。深い ;  製油
所で原油を脱塩オイル、産業廃棄物とリサイクル ;  のステータス退避のため中間層の破壊、AFS に関
連付けられている (硫化鉄を含む )  機械の不純物を安定にします。

JSC 「NIIneftepromhim」は、ロシアの抗乳化剤の生産面でのリーダーである

ブランド 使用の地域 活用

深い脱水および原油を脱塩は低単価 (油溶性、水分散性) の温度の広い範囲で効果的

SNP H -4103 ユグラ

粘度の高い弾力性のあるエマルジョン デボン紀
と石炭の脱水に有効です。アスファルテンを阻
害する能力を示している

SNPH-4315

パーマ、クラスノヤルスク地方、コミ
共和国、ハンティ ・ マンシースク自
治管区・ ユグラ、サハリン、カリーニ
ング ラード、ヴォルゴグラード州、タ
タールスタン共和国、共和国ダゲス
タン、クラスノダール地方

耐食性、工業廃水の処分、マズートの脱水、リサ
イクル、持続可能な油-水エマルジョンの破壊のた
め非常に効果的に持っている。

SNPH-4460

サラトフ、ウリヤノフスク、ボルゴグ
ラード州、タタールスタン共和国、ペ
ルミ地方、コミ共和国、ハンティ ・ マ
ンシースク自治管区・ ユグラ、チュメ
ニ州;カザフスタン

混合物の処理に有効ですが、異なる視野をエマル
ジョンします。迅速な分離と水の純度を提供します

SNPH-4880 サラトフ、ウリヤノフスク、
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持続可能な中間層の効果的な破壊を促進する、
境界明瞭なセクションを形成します。耐腐食性は、
プロパティおよびアスファルテンを阻害する能力

サマラ、パーマ

SNPH-4810А 脱水および高粘度の重油の脱塩に有効

SNPH-4901 ハバロフスク、ヤマロ ・ ネネツ自治
区

迅速な分離と水の純度を提供します

予備の投げ出すことのための水し、低単価で広い温度範囲で有効、軽油-水エマルジョンの粘度を下げるため

SNPH-4114

タタールスタン共和国、ウドムルト
共和国、オレンブルク州、ペルミ地
方、コミ共和国、サハリン州;カザフ
スタン、ウズベキスタン

油溶性、水分散体である。 迅速な分離と、水の
純度の油田システムで使用することができます
治療植物を油を提供します

SNPH-4410
サマラ州、タタールスタン共和国、
クラスノダール地方、オレンヴルぐ
スカヤ州、バシコルトスタン共和国 ;
タジキスタン、ウズベキスタン

水溶性。迅速な分離と水の純度を提供します。脱
水と同様深い脱塩原油は製油所では石油基地の
原油を脱塩のための効果的です

油汚泥処理、永続的な油水の破壊エマルジョン、トラップ持続可能な中間層安定硫化鉄を含む機械的不純物
たっぷり

SNPH-4802
タタルスタン共和国、ペルミ地方;カ
ザフスタン

水溶性。形式で利用可能なない-特性と安定剤持
続可能な中間層、永続的な=オイルの組成に応じ
てどのように多くの切手油汚泥。大幅に硫化鉄の
量が減少する、持続可能な中間層の破壊を犠牲
にしてより多くの市場性のあるオイルを奨励



ПЕРВЫЕ В НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЙХИМИИ

腐食防止剤

油田装置、パイプラインの腐食プロセスを遅く大きく連続的な出願する。精製の水循環で腐食を抑制する
ため、金属業界。

ブランド 使用の地域 活用

SNPH-6030
ペルミ地方タタルスタン
共和国

水溶性。場合 25 ~ 30 g の投与量/m3 H2S、CO2 を
含む高度石灰化の水曜日ではそれらの不在で信頼
性の高い保護を提供する。フィルムの形成、高い残
効を所有している。原油の流動性を向上する。

SNPH-6035
トムスク州、ペルミ
地方

水溶性。高度石灰化水曜日デボン紀の高効果の帯水
層として積極的な油田の溶存ガスを含む、水曜日 : コ
ロラド州、オハイオ州、H s. ユニットの保護効果率は
20-30 g/m3 は 90-95%。高い残効

SNP H -6825,  
SNPH-6418

ウリヤノフスク州、ペルミ地方タ
タルスタン共和国、コミ共和国、
イルクーツク州;ウズベキスタン、
カザフスタン

水溶性。殺菌作用効果的な積極的な水曜日含む
硫化水素と炭酸ガス

SNPH-6201

タタルスタン共和国、ウリヤノ
フスク州、ペルミ地方、ヤマ
ロ ・ ネネツ自治区;ウズベキス
タン

微粉化。硫化水素と炭酸を含む効果的な積極的な水曜
日。ときに 20-30 g の投与量 m3 保護効果は 88 92%

SNPH-6438

ペルミ地方

微粉化。示しています防錆効果の高い同様、硫化水
素を含む積極的な水曜日、水曜日、形成ゾーンの治
療で使用される。

AFS の阻害剤

抽出、貯蔵および原油の輸送中に油田装置、パイプラインに AFS の沈着を防ぐ。

ブランド 使用の地域 活用

SNPH-7941  
SNPH-7941 М  
SNPH-7920  
SNPH-7920 М  
SNPH-7821

バシコルトスタン共和国、ウドム
ルト共和国、サマラ州、ペルミ地
方; ベラルーシ

抽出と油の輸送中に パラフィン貯金を防ぐため。オ
イルの複雑なタイプのために設計

SNPH-ИПГ-11
バシコルトスタン共和国、ペル
ミ地方、Udmurtckaja 共和国、
クラスノダール地方、トムスク
州

生産の過程で油の輸送パラフィン 堆積物を防ぐた
めに

SNPH-7909  
SNPH-7912 М  
SNPH-7963

バシコルトスタン共和国、ウドム
ルト共和国、サラトフ、ウリヤノフ
スク、サマラ、パーマします。

油の抽出の間にパラフィン貯金を防ぐため、原油
の輸送と複雑な粘度低減タイプ

SNP H -7890 クラスノダール地方
お湯ソリューションの堆積物から油田装置の洗浄

SNPH-2005 (デップレッサトル)

諸外国の州、カルムイク共和国;ア
ゼルバイジャン

商品の油のレオロジー特性を向上させる凝固油粘
度の温度を減らすために

アスファルテンの駆除

ブランド 使用の地域 活用
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油井と他の油田装置の AFS を取り外する。

SNPH-7870,

SNPH-7Р-14ボルゴグラード州、カルムイ
ク共和国、クラスノヤルスク地方、イルクーツク州;ロシ
アのさまざまな地域のパイプライン

SNPH-7850 イルクーツク州、KHM ・ ユ
グラ

パラフィン コルク、堆積物の除去



ПЕРВЫЕ В НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЙХИМИИ

阻害剤と塩の沈殿物の溶剤

鉄化合物と同様に、カルシウムとマグネシウム、硫酸バリウムの炭酸塩、硫酸塩を含む無機塩の堆積物
から油田装置製造・ プロセス油を保護するために設計されている。

ブランド 使用の地域 活用

SNPH-5311-T ハンティ・マンシ自治管区・ユグラ・ ユグ
ラ、オレンヴぐスカヤ州

炭酸カルシウムの沈殿物を防ぐために

SNPH-5312,  
SNPH-5316,  
SNPH-5325,  
SNP H -5350TS  
SNPH-5315

サマラ州、タタールスタン共和国、ウドム
ルト共和国、アストラハン、オレンブルク州、
ペルミ地方、クラスノヤルスク地方、コミ共
和国、イルクーツク州

硫酸高塩漁業水域の条件で炭酸カルシウ
ムの沈殿物を防ぐために

SNP H -5313,  
SNPH-5314

タタルスタン共和国、バシコルトスタン
共和国コミの; カザフスタン

硫化鉄、酸化物、水酸化物、硫酸バリウム、
炭酸カルシウムの沈殿物を防ぐために

SNPH-5317

カルムイク共和国、ユグラ

硫酸バリウムの沈殿物を防ぐためには、ス
トロンチウム炭酸、硫酸カルシウムと炭酸。

SNPH-53R
ウラル ヴォルガ地域、西シベリア、極
東。カザフスタン

トレーニングおよびオイル、水、火力発電設
備の輸送配管装置孔の表面の鉄酸化物、
硫化物との混合物の石灰質堆積物を溶解
するため

殺菌剤

ブランド 使用の地域 活用

SNP H -1050  
SNPH-1517

イルクーツク州; コミ共和国、
タタールスタン共和国アゼル
バイジャン

硫酸塩還元細菌・油田機器 (ISF) 
の戦い

硫化水素、メルカプタンの中和剤

ブランド 使用の地域 活用

Desulfon-SNP H -1200  
Desulfon-SNPH-1100

オレンヴぐスカヤ州、バシコルト
スタン、ウドムルト共和国、コミ
共和国;カザフスタン

硫化水素、メルカプタンの吸収商
品原油 (GOST 渡し彼女にオイル
の準備)  のため

.
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研究・技術保守サービス

JSC「NIIneftepromhim」が強化された油回収 (EOR) そ
の活動のみ消耗品試薬に限らず、形成ゾーン (IPF) 
石油貯留層坑の処理および建設絶縁作品 (RIW)。研
究所は、石油開発の最適化し、貯水の回復を向上す
る生産的な地平井戸に技術の影響を実装する人材を
認定している。実践的なノウハウは開発された製品
は、最高レベルの技術のコンサルティング、技術サ
ポートのことができる。

ПЕРВЫЕ В НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЙХИМИИ

認定研究所

JSC 「NIIneftepromhim」の研究所認定校で

す技術的な規制の連邦機関とロシア連
邦の計量技術能力とGOST (登録番号
РОСС RU. 0001.22 HI50) に従い独立
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研究:
• 三種類の水-油エマルションの能力に関する研究
する。

• 腐食抑制剤重量と電気化学法の保護効果の決
定。

• パイロット プラント「Monikorstend」の腐食防止剤
の保護効果の測定。

• 三、腐食防止剤、スケール抑制剤の物理化学的
特性の測定: 全固形物、密度、粘度、温度、pH、
水酸基、リン、窒素の質量分率、質量の合計の割
合 アミン値数、酸価の総質量の割合。

• 塩化物、不純物、硫化鉄、水の質量割合のオイ
ル含有量の決定。

• 硫化水素、溶存酸素のプラスト (商品) の含水率
の定義。

JSC「NIIneftepromhim」の活動の優先順位の方向の1 つは予備研究と油層に及
ぼす物理化学的方法, 最も効果的な試薬および技術の選択のモデル化石油
業界の問題に対処する。

物理化学的性質と貯留層の力学の
認定研究所

研究：
• ろ過、素材とモデルの研究

• 特定のフィールドの下にベッドに近い状態で
TNG や IPF の技術の効率の分析。

• 体外固定フィルターに水による油変位係数の決
定。

• 気孔率と気孔の空間構造の解析。品種におけ
る化学物質の影響の評価。

認定講座錯体の化学

研究：

• 貯留層および排水の調査。

• 塩堆積物の化学組成の決定。

• テストと塩の選択特定の会社の状況に阻害剤を
入金する。

• 水に塩の沈殿物の阻害剤の残基の決定は、水
曜日に応用。

• 塩の沈殿物の阻害剤のガイドラインに従ってテ
スト。

• 主要な石油・ ガス会社。.



石油ガス業界の装置

JSC「NIIneftepromhim」が供給での経験 20 年以
上、実験装置、材料、統合研究所、実験室の家
具・その他の機器・各種産業用資材のパートナー
としてのインストール多くの国内・外資系メーカー

ПЕРВЫЕ В НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЙХИМИИ

別の方向には、革新的な鋳造も開発しています。 3 

D モデリング、スキャン、プロセス トモグラフィー研
究、コンピューター解析技術の技術のアプリケー
ション最も近代的な設備を使用して 3 D プリンティ
ングを提供する。

(製品製造・主な記事の一部として運営) 顧
客のデザイン技術マニュアルによると、機
能的なプロトタイプの生産。

モダンな輸入機器と自動製造、航空、エネ
ルギー、石油およびガス業界 getica およ
び他、リバース エンジニア リングの使用を
含む (輸入代替効果) マシンのスペアパー
ツの製造。

研究を受けるし、製品のパフォーマンス特
性を確認する小さなシリーズの製造。

伝統的な技術を生成することが可能だ (ビ
オディザイン 等) の複雑な設計の製造

JSC「NIINEFTEPROMHIM」の
機器納入の実施：

• 原油、石油およびガスの分析

• 化学・石油化学植物;

• 環境保護 (水曜日);

• 油圧ステーションや発電所；

• セメントその他建設用資材の生産
のための植物；

• 化学物質と掘削流体の解析；

• 食品業界；

• 酸製剤 (野外研究所) をテストする。

JSC「NIINEFTEPROMHIM」が提
供しているのは：

• 設計支援と氏研究所の複雑な機器；

• インストール開始しますと機器の調整、人
材の育成；

• 保証と保証期間後のサービス;

• 技術的な問題を迅速に解決する。

腐食抑制剤の効果を判定するには、三、漁業に直接、当社の研究所で
parafinootloの開発し、ポータブル研究所専門装置を納入研究室の複合体。
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