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■組合功労役員表彰（13名） 

 小野  武 （株式会社 小野金属工業所／茨城） 

 鹿志村高道 （有限会社 カシムラ工業所／茨城） 

 石浜 貞夫 （株式会社 クロス／茨城） 

 佐藤 博徳 （有限会社 佐藤電化工業所／茨城） 

 森下 富夫 （三洋硬化クローム株式会社／茨城） 

 川上富士雄 （有限会社 東亜鍍金工場 ／茨城） 

 矢澤 啓次 （双葉メッキ工業株式会社 古河工場／茨城） 

 大野 勝巳 （株式会社 大野製作所／群馬） 

 高島  進 （興栄工業クローム株式会社／埼玉） 

 斉藤  聡 （株式会社 サイトウメッキ／埼玉） 

 島田 幸昌 （有限会社 島田工業所／埼玉） 

 黒澤  久 （スリーケ株式会社／埼玉） 

 高橋 利行 （高松電鍍工業株式会社／埼玉） 

 池端  忍 （有限会社 有冨硬質クローム／神奈川） 

 山﨑 慎介 （東新工業株式会社／神奈川） 

 高橋  巧 （平塚電化工業株式会社／神奈川） 

 溝口 昌範 （株式会社 旭電化研究所／東京） 
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 野澤 宗司 （足立工業株式会社／東京） 

 今村 和則 （今村鍍金工業株式会社／東京） 

 佐藤 雅之 （株式会社 佐藤鍍金工業所／東京） 

 田島 正一 （株式会社 田島製作所／東京） 

 柴田  徹 （有限会社 扶桑電化上平井工業所／東京） 

 倉橋 幸弥 （倉橋鍍金株式会社／新潟） 

 前川 恵一 （株式会社 寿鍍金工業所／愛知） 

 沓名 正文 （三研工業株式会社／愛知） 

 山田 博之 （株式会社 山田鍍金工業所／岐阜） 

 石川 良澄 （株式会社 石川技研／福井） 

 清水 誠一 （プレーティングシミズ株式会社／福井） 

 塩瀬 康嗣 （株式会社 京都ボーセ／京都） 

 宮阪 一郎 （オテック株式会社／大阪） 

 勝井 清史 （勝井鍍金／大阪） 

 河合  博 （株式会社 河合鍍金工業所／大阪） 

 前田 浩孝 （前田鍍金株式会社／大阪） 

 藤居 和正 （フジコー株式会社／兵庫） 

 小松  豊 （有限会社 梅田／四国） 
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■組合事務局優秀専従者表彰（2名） 

 中嶋 和子（新潟） 

 渡辺 美紀（京都） 
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■環境整備優良事業所表彰（6社） 

 共和アルミニウム工業株式会社     （東北・北海道） 

 株式会社 飯泉            （茨城） 

 有限会社 東亜鍍金工場        （茨城） 

 株式会社 鳴海鍍金工業所       （愛知） 

 株式会社 日比野鍍金工業所      （愛知） 

 株式会社 京都ボーセ         （京都） 
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■全国めっき技術コンクール表彰（201件） 

厚生労働大臣賞 

【研磨－装飾クロムめっき部門】 

 旭産業株式会社 原田 友一          (神奈川) 

 

【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】 

 清川メッキ工業株式会社 蟻塚 康平       (福井) 

 

【無電解ニッケルめっき部門】 

 日本電鍍工業株式会社 原  一幸        (埼玉) 

 

【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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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】 

 旭産業株式会社 阿部 昭彦          (神奈川) 

 

【装飾クロムめっき部門】 

 神谷電化工業株式会社 神谷 昌孝        (東京) 

 

【亜鉛めっき部門】 

 株式会社 ダイワエクセル 豊橋技術チーム    (愛知) 

 

【無電解ニッケルめっき部門】 

 旭産業株式会社 所  義晴          (神奈川) 

 

【硬質クロムめっき部門】 

 福岡メッキ技研工業株式会社 本園 一樹     (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】 

 株式会社 ユニゾーン 岸井 浩平        (富山) 

 

【装飾クロムめっき部門】 

 サン工業株式会社 チームＮＡ          (長野) 

 

【亜鉛めっき部門】 

 日水電気化学工業株式会社 内村 カズキ     (九州) 

 

【無電解ニッケルめっき部門】 

 力石化工株式会社 山口班            (長野) 

 

【硬質クロムめっき部門】 

 株式会社 野村鍍金 技能検定２級チーム     (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】 

 太陽電化工業株式会社              (愛知) 

 清川メッキ工業株式会社 西村 元希       (福井) 

 

【装飾クロムめっき部門】 

 有限会社 協和鍍金工場 藤沼 靖智       (東京) 

 株式会社 吉崎メッキ化工所 比留間 辰裕    (東京) 

 

【亜鉛めっき部門】 

 清川メッキ工業株式会社 近藤 和葵       (福井) 

 株式会社 熊防メタル  村上 和繁       (九州) 

 

【無電解ニッケルめっき部門】 

 力石化工株式会社 天田班            (長野) 

 株式会社 オジックテクノロジーズ 藤井チーム  (九州) 

 

【硬質クロムめっき部門】 

 清川メッキ工業株式会社 山本 雅一       (福井) 

 株式会社 野村鍍金 大城  誠         (大阪) 
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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】 

 旭産業株式会社 永峯  進          (神奈川) 

 八幡鍍金工業株式会社 新田 祥希        (東京) 

 

【装飾クロムめっき部門】 

 有限会社 芹川鍍金工業所 芹川 充公      (東京) 

 株式会社 九州電化 村島 真一         (九州) 

 

【亜鉛めっき部門】 

 さくらＧＳ株式会社 栖原 健史       (東京学校) 

 株式会社 ユニゾーン 下坪 和樹        (富山) 

 

【無電解ニッケルめっき部門】 

 日本電鍍工業株式会社 寺田 一輝        (埼玉) 

 株式会社 オジックテクノロジーズ 西山チーム  (九州) 

 

【硬質クロムめっき部門】 

 株式会社 サーテックカリヤ 市古・水戸・飯田チーム 

                         (愛知) 

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】 

 三光製作株式会社 チームＢ           (静岡) 

 清川メッキ工業株式会社 増永 智一       (福井) 

 

【装飾クロムめっき部門】 

 吉野電化工業株式会社 須田 史也      (東京学校) 

 株式会社 ユニゾーン 塩原 拓郎        (富山) 

 

【亜鉛めっき部門】 

 ジャスト株式会社 齋藤 大介      (東北・北海道) 

 日水電気化学工業株式会社 松崎  望      (九州) 

 

【無電解ニッケルめっき部門】 

 旭産業株式会社 原田 友一          (神奈川) 

 常木鍍金工業株式会社 松原 啓悟        (東京) 

 

【硬質クロムめっき部門】 

 株式会社 野村鍍金 鹿沼工場 大類 貴志    (栃木) 

 株式会社 吉崎メッキ化工所 山村  浄     (東京) 
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全国鍍金工業組合連合会会長賞 

  金賞 ４６件   銀賞 ４９件   銅賞 ４７件 

 

 

■特別表彰プレミアムアワード 

 本年度該当なし 

 

■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】 

 石田 幸平  株式会社野村鍍金         (大阪) 


