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■組合功労役員表彰（５名） 

 瀧澤 近弘 （三幸鍍金株式会社／千葉） 

 實吉 敏朗 （株式会社 マルジョウアルマイト／長野） 

 中島 康喜 （昇和鍍金工業株式会社／岐阜） 

 遠藤 巨城 （中備メッキ工業株式会社／中国） 

 東  佳範 （中国電化工業株式会社／中国） 

 

■組合事務局優秀専従者表彰（１名） 

 宮本 京子（四国） 
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■環境整備優良事業所表彰（7社） 

 有限会社 ワイ・エム・シー      （東北・北海道） 

 株式会社 黄金メッキ工場       （神奈川） 

 株式会社 ブラザー          （神奈川） 

 株式会社 マエダ           （神奈川） 

エレクター株式会社          （山梨） 

琴平工業株式会社           （山梨） 

有限会社 佐野鍍金工業所       （山梨） 
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■全国めっき技術コンクール表彰（205件） 

厚生労働大臣賞 

【研磨－装飾クロムめっき部門】 

  株式会社 ユニゾーン 研磨Ｄチーム           (富山) 

 

【装飾クロムめっき部門】 

  旭産業株式会社 永峯  進                  (神奈川) 

 

【亜鉛めっき部門】 

  清川メッキ工業株式会社 藤村 真吾           (福井) 

 

【無電解ニッケルめっき部門】 

  株式会社 ブラザー 松田・宮下・三浦チーム  (神奈川) 

 

【硬質クロムめっき部門】 

  新硬クローム工業株式会社 松浦 誠重       (埼玉) 

  



4 

 

厚生労働省人材開発統括官賞 

【研磨－装飾クロムめっき部門】 

  株式会社 吉崎メッキ化工所 立原 裕希     (東京) 

 

【装飾クロムめっき部門】 

  株式会社 コダマ 小中 啓士               (大阪) 

 

【亜鉛めっき部門】 

  有限会社 朝日鍍金工場 関口洋平チーム     (東京) 

 

【無電解ニッケルめっき部門】 

  株式会社 サーテックカリヤ 

深津・安藤・竹内チーム            (愛知) 

 

【硬質クロムめっき部門】 

  清川メッキ工業株式会社 

第５製造部 クロムチーム                (福井) 
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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】 

  株式会社 ユニゾーン 研磨Ｃチーム      (富山) 

 

【装飾クロムめっき部門】 

  二葉産業株式会社 ＩＳ部                   (愛知) 

 

【亜鉛めっき部門】 

  株式会社 オジックテクノロジーズ 三浦チーム  (九州) 

 

【無電解ニッケルめっき部門】 

  株式会社 金属被膜研究所 能登 武義         (東京) 

 

【硬質クロムめっき部門】 

  株式会社 野村鍍金 岡田・夏田チーム         (大阪) 
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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 ユニゾーン 研磨Ｂチーム          (富山) 

  株式会社 コダマ 岩田  宇                (大阪) 

 

【装飾クロムめっき部門】 

  有限会社 坂井鍍金工業所 坂井 正廣          (東京) 

  サン工業株式会社 蟹澤・北原・飯島チーム      (長野) 

 

【亜鉛めっき部門】 

  株式会社 オジックテクノロジーズ 朝位チーム  (九州) 

  株式会社 オジックテクノロジーズ 藤本チーム  (九州) 

 

【無電解ニッケルめっき部門】 

  株式会社 ケディカ 高橋  亨        (東北・北海道) 

  株式会社 ブラザー 成田・米川・新井チーム  (神奈川) 

 

【硬質クロムめっき部門】 

  新硬クローム工業株式会社 吉田 良彦          (埼玉) 

  清川メッキ工業株式会社 伊與 駿平            (福井) 
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全国中小企業団体中央会会長賞 

【研磨－装飾クロムめっき部門】 

  株式会社 吉崎メッキ化工所 大竹 健一        (東京) 

  田口電機工業株式会社                         (九州) 

 

【装飾クロムめっき部門】 

  株式会社 シルベック Ｔｅａｍ ＩＭＰＡ      (東京) 

  株式会社 ユニゾーン クロムＡチーム          (富山) 

 

【亜鉛めっき部門】 

  サン工業株式会社 河手・榎堀チーム            (長野) 

  清川メッキ工業株式会社 藤本 翔吾            (福井) 

 

【無電解ニッケルめっき部門】 

  株式会社 ブラザー 渡辺・佐藤チーム        (神奈川) 

  オーエム産業株式会社 メッキ第三事業部        (中国) 

 

【硬質クロムめっき部門】 

  株式会社 コダマ 田中 瑛貴                  (大阪) 

  株式会社 コダマ 松谷 有樹                  (大阪) 
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日刊工業新聞社賞 

【研磨－装飾クロムめっき部門】 

  旭産業株式会社 小杉 美紀子                (神奈川) 

  株式会社 ユニゾーン 研磨Ａチーム            (富山) 

 

【装飾クロムめっき部門】 

  株式会社 シルベック Ｔｏｍ ｗｉｔｈ Ｓ    (東京) 

  ヱビナ電化工業株式会社 齋藤 佑太        (東京学校) 

 

【亜鉛めっき部門】 

  株式会社 ユニゾーン 下坪 和樹              (富山) 

  有限会社 貝塚鍍金工業所 チームＢ            (大阪) 

 

【無電解ニッケルめっき部門】 

  株式会社 ケディカ 能登 純一        (東北・北海道) 

  株式会社 吉崎メッキ化工所 柳  龍史        (東京) 

 

【硬質クロムめっき部門】 

  株式会社 野村鍍金 大城  誠               (大阪) 

  フジコー株式会社 宮本 研作                  (兵庫) 
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全国鍍金工業組合連合会会長賞 

  金賞 ５４件   銀賞 ５３件   銅賞 ５３件 

 

 

■特別表彰プレミアムアワード 

 清川メッキ工業株式会社            （福井） 

 

■卓越した技能者表彰（１名） 

【全国鍍金工業組合連合会会長表彰】 

 石﨑 利一  墨田硬質クローム鍍金有限会社   (東京) 


