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  全全鍍鍍連連創創立立 6655周周年年記記念念表表彰彰    

 

■中小企業庁長官表彰（３名） 

 溝口 輝明 （溝口鍍金株式会社／茨城） 

 藤井 正隆 （フジコー株式会社／兵庫） 

 島田 博雄 （東邦メッキ株式会社／東北・北海道） 

 

 

■経済産業省製造産業局長表彰（９名） 

 荒井 亮治 （信光工業株式会社／長野） 

 東  佳範 （中国電化工業株式会社／中国） 

 井田 義明 （マルイ鍍金工業株式会社／兵庫） 

 薄衣 敏則 （株式会社 薄衣電解工業／神奈川） 

 八幡 順一 （八幡鍍金工業株式会社／東京） 

 田代 政明 （田代電化工業株式会社／山梨） 

 森脇  隆 （森脇鍍金工業株式会社／大阪） 

 山田登三雄 （株式会社 九州電化／九州） 

 平野普三雄 （有限会社 平野メッキ工場／東京） 
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■全国中小企業団体中央会会長表彰（８名） 

 長坂 廣道 （株式会社 ナガサカ／大阪） 

 神谷 博行 （神谷電化工業株式会社／東京） 

 池田 伸一 （三和鍍金工業株式会社／大阪） 

 小林  満 （株式会社 小林鍍金工業／埼玉） 

 吉田 忠弘 （株式会社 ワイエスデー／中国） 

 神谷  篤 （有限会社 竹田鍍金工業／愛知） 

 永田 一雄 （株式会社 梅田鍍金工業所／東京） 

 小林 明洋 （株式会社 小林工業所／京都） 

 

 

■全国鍍金工業組合連合会会長表彰（13名） 

 野村 重之 （アルファメック株式会社／大阪） 

 髙橋  至 （株式会社 会津技研／東北・北海道） 

 成田 博隆 （税理士法人コスモ・アソシエイツ） 

 上野 忠明 （上野金属工業株式会社／京都） 

 近藤 隆義 （全国鍍金工業組合連合会） 

 服部 一彌 （株式会社 ハツメック／三重） 

 下島 康保 （塚田理研工業株式会社／長野） 
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 園  晶雄 （立山電化工業株式会社／富山） 

 武藤 澄雄 （株式会社 三和鍍金／群馬） 

 鴻野 洋行 （石川メッキ工業株式会社／石川） 

 黒田 一郎 （アイテック株式会社／福井） 

 岩崎 秀雄 （高知精工メッキ株式会社／四国） 

 上村 芳久 （株式会社 ユーミック／四国） 
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  第第 5511回回全全国国大大会会表表彰彰    

 

■組合功労役員表彰（12名） 

 小島 浩之 （米沢アルミ工業株式会社／東北・北海道） 

 大和田昌宏 （有限会社 大和田鍍金工業所／東京） 

 豊田 金造 （有限会社 トヨダ電鍍／東京） 

 水谷 直義 （株式会社 ミヤマ金属工業／岐阜） 

 藤川 勝彦 （株式会社 旭鍍金／三重） 

 浅地 哲也 （浅地メッキ工業株式会社／石川） 

 中島 秀明 （中島メッキ工業株式会社／石川） 

 中島 秀和 （日成化学鍍金工業株式会社／兵庫） 

 山下 雄広 （大洋産業株式会社／兵庫） 

 田中 生也 （有限会社 富士メッキ工業所／兵庫） 

 藤居 和正 （フジコー株式会社／兵庫） 

 阿部 謙二 （株式会社 山陽精機／中国） 

 

■組合事務局優秀専従者表彰（２名） 

 三鴨 若菜  （東京都鍍金工業組合） 

 中嶋 まき子 （岐阜県メッキ工業組合）  
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■環境整備優良事業所表彰（７社） 

 株式会社 旭電化           （東北・北海道） 

 ネオプレテックス株式会社       （群馬） 

 ヘイワテクノ株式会社         （群馬） 

 株式会社 高崎電化工業所       （群馬） 

 株式会社 小西鍍金          （新潟） 

 名古屋メッキ工業株式会社守破離工場  （愛知） 

 株式会社 ちなみ           （三重） 
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■全国めっき技術コンクール表彰（92件） 

厚生労働大臣賞 

【研磨－装飾クロムめっき部門】 

 株式会社 吉崎メッキ化工所 渡辺 俊之     （東京） 

 

【装飾クロムめっき部門】 

 株式会社 九州電化  池邉 正弘        （九州） 

 

【亜鉛めっき部門】 

 株式会社 大和電化工業所 波田野 圭一     （愛知） 

 

厚生労働省職業能力開発局長賞 

【研磨－装飾クロムめっき部門】 

 旭産業株式会社                （神奈川） 

 

【装飾クロムめっき部門】 

 清川メッキ工業株式会社 第５製造部Ｂ      （福井） 

 

【亜鉛めっき部門】 

 株式会社 オジックテクノロジーズ 生技吉本チーム （九州） 
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東京都産業労働局長賞 

【研磨－装飾クロムめっき部門】 

 サン工業株式会社 浦野・結城・川上チーム    （長野） 

 

【装飾クロムめっき部門】 

 株式会社 吉崎メッキ化工所 大竹 健一    （東京） 

 

【亜鉛めっき部門】 

 有限会社 竹田鍍金工業            （愛知） 

 

 

中央職業能力開発協会長賞 

【研磨－装飾クロムめっき部門】 

 株式会社 光陽 入江 邦成          （群馬） 

 太陽電化工業株式会社             （愛知） 

 

【装飾クロムめっき部門】 

 株式会社 ユニゾーン 草野 宏治       （富山） 

 清川メッキ工業株式会社 第５製造部Ａ     （福井） 
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【亜鉛めっき部門】 

 株式会社 ケディカ チーム鬼剣舞    （東北・北海道） 

 株式会社 オジックテクノロジーズ 生技西山チーム（九州） 

 

日刊工業新聞社賞 

【研磨－装飾クロムめっき部門】 

 力石化工株式会社               （長野） 

 清川メッキ工業株式会社 第５製造部Ａ     （福井） 

 

【装飾クロムめっき部門】 

 サン工業株式会社 中村・湯澤・堀本チーム    （長野） 

 太陽電化工業株式会社              （愛知） 

 

【亜鉛めっき部門】 

 有限会社 三津屋電化工業所 濵田  茂     （大阪） 

 株式会社 オジックテクノロジーズ 生産技術チーム（九州） 

 

 

全国鍍金工業組合連合会会長賞 

  金賞 ２３件   銀賞 ２３件   銅賞 ２５件 

 


