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■組合功労役員表彰（26 名） 

 

  群馬県鍍金工業組合 

中山 和彦 株式会社日光化学 

 

  埼玉県鍍金工業組合 

島村  学 兼松精鍍工業有限会社 

矢澤 一久 ふたば工業株式会社 

安原 義政 株式会社新和エコー 

 

  神奈川県メッキ工業組合 

大森  薫 株式会社薄衣電解工業 

真木 洋平 さくら GS 株式会社 

 

  東京都鍍金工業組合 

戸塚 秀孝 株式会社瑞光 

内藤 喜達 平和工業株式会社 

五十嵐康夫 有限会社五十嵐鍍金工場 

鈴木 啓之 株式会社鈴木鍍金 

髙橋 利男 有限会社髙橋鍍金工業所 

 

  愛知県鍍金工業組合 

笠間 敦嗣 二葉産業株式会社 

竹内 弘一 株式会社サーテックカリヤ 

髙木 幹晴 豊橋鍍金工業株式会社 

伊藤  亮 太陽電化工業株式会社 

豊田 章寛 有限会社豊田鍍金 
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佐竹 準也 有限会社中丸鍍金工業所 

 

  岐阜県メッキ工業組合 

中村 邦章 岐阜県メッキ工業組合 

 

  大阪府鍍金工業組合 

岡本 容幸 岡本鍍金株式会社 

菅野 真佳 井上鍍金工業株式会社 

大友 武彦 株式会社大友鍍金 

林  伸安 繁栄クローム工業株式会社 

 

  兵庫県鍍金工業組合 

髙橋 宏忠 オリエンタル鍍金株式会社 

槫谷 和廣 株式会社阪神鍍金精工所 

 

  四国鍍金工業組合 

福田 政道 株式会社アサヒテクノ 

 

  九州めっき工業組合 

阪  文孝 アスカコーポレーション株式会社 
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■組合事務局優秀専従者表彰（９名） 

 

  神奈川県メッキ工業組合  

後藤 英夫 

川久保ちづる 

 

  東京都鍍金工業組合 

齋藤 弘幸 

柴田 京子 

古橋 史江 

戸井﨑 茂 

鈴木 理裕 

 

  大阪府鍍金工業組合 

田村 充裕 

 

  九州めっき工業組合 

安永 昭雄 
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■優良環境事業所表彰（88 件） 

      <認定期間：令和５年（2023年）1月 1日～令和９年（2027年）12月 31日> 

 

  株式会社 会津技研                                        （東北・北海道） 

  秋田化学工業株式会社                                      （東北・北海道） 

  東電化工業株式会社                                        （東北・北海道） 

  株式会社 ケディカ                                        （東北・北海道） 

  株式会社 山王 東北事業部                                （東北・北海道） 

  株式会社 大協製作所 福島工場                            （東北・北海道） 

  株式会社 東亜電化                                        （東北・北海道） 

  東新工業株式会社 いわき好間工場                          （東北・北海道） 

  東新工業株式会社 いわき四倉工場                          （東北・北海道） 

  株式会社 三ツ矢 米沢工場                                （東北・北海道） 

  メテック株式会社 北海工場                                （東北・北海道） 

  株式会社 ヤマトテック                                    （東北・北海道） 

  有限会社 ワイ・エム・シー                                （東北・北海道） 

  株式会社 光星                                                  （茨 城） 

  株式会社 東洋                                                  （茨 城） 

  溝口鍍金株式会社                                                （茨 城） 

  株式会社 横山鍍金                                              （茨 城） 

  株式会社 エルグ                                                （群 馬） 

  株式会社 協和                                                  （群 馬） 

  三共株式会社                                                   （群 馬） 

  日本プレーテック株式会社                                        （埼 玉） 

  増田工業株式会社                                                （千 葉） 

  岩瀬メッキ株式会社                                              （神奈川） 

  株式会社 羽後鍍金                                              （神奈川） 
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  株式会社 黄金メッキ工場                                        （神奈川） 

  株式会社 山王                                                  （神奈川） 

  株式会社 第一鍍金工業                                          （神奈川） 

  株式会社 大協製作所 本社・横浜工場                            （神奈川） 

  有限会社 高村工業所                                            （神奈川） 

  東新工業株式会社 本社・横浜工場                                （神奈川） 

  株式会社 野毛電気工業                                          （神奈川） 

  株式会社 マエダ                                                （神奈川） 

  横浜クローム工業株式会社                                        （神奈川） 

  有限会社 共栄化工                                              （東 京） 

  協伸化学工業有限会社                                            （東 京） 

  硬化クローム工業株式会社                                        （東 京） 

  三共鍍金株式会社                                                （東 京） 

  株式会社 トーテック                                            （東 京） 

  光鍍金工業株式会社                                              （東 京） 

  株式会社 三ツ矢 八王子工場                                    （東 京） 

  株式会社 三ツ矢 甲府工場                                      （山 梨） 

  株式会社 エプテック 本社工場                                  （長 野） 

  株式会社 エプテック 川岸工場                                  （長 野） 

  有限会社 信興鍍金工業所                                        （長 野） 

  東新工業株式会社 松本工場                                      （長 野） 

  大和電機工業株式会社 諏訪事業所                                （長 野） 

  大和電機工業株式会社 松本事業所                                （長 野） 

  株式会社 新容工業所                                            （静 岡） 

  葵巧研有限会社                                                  （愛 知） 

  ケミカルテック株式会社                                          （愛 知） 

  株式会社 コヤマケミカル                                        （愛 知） 
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  三研工業株式会社 安城工場                                      （愛 知） 

  三研工業株式会社 福釜工場                                      （愛 知） 

  白金鍍金工業株式会社                                            （愛 知） 

  株式会社 ダイワエクセル 本社工場                              （愛 知） 

  株式会社 ダイワエクセル 豊橋工場                              （愛 知） 

  株式会社 鳴海鍍金工業所                                        （愛 知） 

  明光工業株式会社                                                （愛 知） 

  ユケン工業株式会社                                              （愛 知） 

  旭鍍金株式会社                                                  （三 重） 

  株式会社 オーエスケーアイ                                      （三 重） 

  志貴野メッキ株式会社                                            （富 山） 

  株式会社 高松メッキ                                            （富 山） 

  浅下鍍金株式会社                                                （石 川） 

  石川メッキ工業株式会社                                          （石 川） 

  清川メッキ工業株式会社                                          （福 井） 

  プレーティングシミズ株式会社                                    （福 井） 

  株式会社 旭プレシジョン                                        （京 都） 

  上田鍍金株式会社 本社・五条工場                                （京 都） 

  上田鍍金株式会社 山之内工場                                    （京 都） 

  清水長金属工業株式会社                                          （京 都） 

  髙木金属株式会社                                                （京 都） 

  アルファメック株式会社                                          （大 阪） 

  株式会社 エコー                                                （大 阪） 

  株式会社 太洋工作所 森小路地区                                （大 阪） 

  帝国イオン株式会社                                              （大 阪） 

  日本電鍍工業株式会社                                            （大 阪） 

  森脇鍍金工業株式会社                                            （大 阪） 
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  株式会社 サーテック永田                                        （兵 庫） 

  株式会社 阪神鍍金精工所                                        （兵 庫） 

  フジコー株式会社                                                （兵 庫） 

  オーエム産業株式会社                                            （中 国） 

  高知精工メッキ株式会社                                          （四 国） 

  有限会社 中井メッキ工業所                                      （四 国） 

  株式会社 ユーミック                                            （四 国） 

  株式会社 オジックテクノロジーズ                                （九 州） 

  株式会社 九州電化                                              （九 州） 

  吉玉精鍍株式会社                                                （九 州） 
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■全国めっき技術コンクール表彰（176 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 阿部 昭彦                                      (神奈川) 

 

【装飾クロムめっき部門】 

  サン工業株式会社 朴・北原・林・小椋チーム                      (長 野) 

 

【亜鉛めっき部門】 

  株式会社 オジックテクノロジーズ 倉岡チーム                    (九 州) 

 

【無電解ニッケルめっき部門】 

  サン工業株式会社 河合・市河・水品チーム                        (長 野) 

 

【硬質クロムめっき部門】 

  株式会社 野村鍍金 福山工場 岡田・夏田チーム                  (大 阪) 

 

 

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 小山 勇治                                      (神奈川) 

 

【装飾クロムめっき部門】 

  メテック株式会社 佐藤  修                                    (京 都) 
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【亜鉛めっき部門】 

  鈴木鍍金工業株式会社 鈴木 俊輔                                (愛 知) 

 

【無電解ニッケルめっき部門】 

  株式会社 熊防メタル 日吉・田嶋チーム                          (九 州) 

 

【硬質クロムめっき部門】 

  株式会社 コダマ 松谷 有樹                                    (大 阪) 

 

 

東京都産業労働局長賞 

 

【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) 

 

【装飾クロムめっき部門】 

  有限会社 大和田鍍金工業所 大和田 昌宏                        (東 京) 

 

【亜鉛めっき部門】 

  株式会社 オジックテクノロジーズ Ａチーム                      (九 州) 

 

【無電解ニッケルめっき部門】 

  株式会社 オジックテクノロジーズ 小角チーム                    (九 州) 

 

【硬質クロムめっき部門】 

  福岡メッキ技研工業株式会社 待鳥 功喜                          (九 州) 
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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】 

  旭産業株式会社 原田 友一                                      (神奈川) 

  株式会社 ユニゾーン 白山・井村チーム                          (富 山) 

 

【装飾クロムめっき部門】 

  株式会社 シルベック 川路 穣照                                (東 京) 

  清川メッキ工業株式会社 荒川  翼                              (福 井) 

 

【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) 

  株式会社 光洋金属防蝕 秋本 孝志                              (中 国) 

 

【無電解ニッケルめっき部門】 

  サン工業株式会社 征矢野・中村チーム                            (長 野) 

  株式会社 熊防メタル 西田 貴幸                                (九 州) 

 

【硬質クロムめっき部門】 

  サン工業株式会社 野崎・丸山チーム                              (長 野) 

  株式会社 熊防メタル 村上 和繁                                (九 州) 
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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 久保 健一                                      (神奈川) 

  三光製作株式会社 三光製作Ｎｉ－Ｃｒチーム                      (静 岡) 

 

【装飾クロムめっき部門】 

  日本電鍍工業株式会社 小内 将太                              (東京学校) 

  株式会社 コダマ 小中 啓士                                    (大 阪) 

 

【亜鉛めっき部門】 

  サン工業株式会社 小川・兵藤チーム                              (長 野) 

  株式会社 オジックテクノロジーズ 西田チーム                    (九 州) 

 

【無電解ニッケルめっき部門】 

  ジャスト株式会社 加藤  充                              (東北・北海道) 

  株式会社 ブラザー 新井・佐藤チーム                            (神奈川) 

 

【硬質クロムめっき部門】 

  株式会社 ユニゾーン 永森 崇人                                (富 山) 

  株式会社 野村鍍金 大阪工場 松田・大城チーム                  (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】 

  株式会社 吉崎メッキ化工所 篠崎 真太郎                        (東 京) 

  株式会社 コダマ 玉城 秀幸                                    (大 阪) 

 

【装飾クロムめっき部門】 

  株式会社 シルベック 開発営業課チーム                          (東 京) 

  株式会社 九州電化 淵上 貴也                                  (九 州) 

 

【亜鉛めっき部門】 

  二葉産業株式会社 ＩＳ部Ｃチーム                                (愛 知) 

  株式会社 熊防メタル 坂田・長谷チーム                          (九 州) 

 

【無電解ニッケルめっき部門】 

  株式会社 ブラザー 山下・鈴木チーム                            (神奈川) 

  株式会社 熊防メタル 野口・徳永・ファムチーム                  (九 州) 

【硬質クロムめっき部門】 

  株式会社 吉崎メッキ化工所 山村  浄                          (東 京) 

  フジコー株式会社 製造７課Ａチーム                              (兵 庫) 
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全国鍍金工業組合連合会会長賞 金賞 

 

【研磨－装飾クロムめっき部門】 

  株式会社 ユニゾーン 佐賀野・井村チーム                        (富 山) 

  株式会社 野村鍍金 鹿沼工場 大類・石原チーム                  (大 阪) 

 

【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) 

  有限会社 協和鍍金工場 藤沼 靖智                              (東 京) 

  株式会社 シルベック 正義課                                    (東 京) 

  日本電鍍工業株式会社 後藤 海斗                              (東京学校) 

  三恵技研工業株式会社  赤羽工場 鈴木 絢子                   (東京学校) 

  東新工業株式会社 田邉 和也                                  (東京学校) 

  東新工業株式会社 山﨑 雄太                                  (東京学校) 

  清川メッキ工業株式会社 中川 和貴                              (福 井) 

 

【亜鉛めっき部門】 

  秋田化学工業株式会社 佐々木 博俊                        (東北・北海道) 

  有限会社 朝日鍍金工場 山澤翔馬チーム                          (東 京) 

  三恵技研工業株式会社  赤羽工場 丸山 敦志                   (東京学校) 

  サン工業株式会社 有馬 浩太郎・川畑 拓哉・北原 直樹          (長 野) 

  サン工業株式会社 池上  雄                                    (長 野) 

  株式会社 ダイワエクセル 新規事業課                            (愛 知) 

  清川メッキ工業株式会社 砂長谷 祐樹                            (福 井) 

  株式会社 オジックテクノロジーズ 小角チーム                    (九 州) 

  株式会社 熊防メタル 福岡・徳見チーム                          (九 州) 

  株式会社 熊防メタル 村上 和繁                                (九 州) 
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  日水電気化学工業株式会社 内村 カズキ                          (九 州) 

  日水電気化学工業株式会社                                       (九 州) 

  福岡メッキ技研工業株式会社 外山 知峻                          (九 州) 

  株式会社 正信 小物亜鉛Ｇ                                      (九 州) 

 

【無電解ニッケルめっき部門】 

  茨城プレイティング工業株式会社 ＥＬＰ－Ｎｉ                    (茨 城) 

  吉野電化工業株式会社                                           (埼 玉) 

  旭産業株式会社 原田 友一                                      (神奈川) 

  京王電化工業株式会社 山本                                      (東 京) 

  常木鍍金工業株式会社 技術部                                    (東 京) 

  常木鍍金工業株式会社 製造部（技術研究所）                      (東 京) 

  サン工業株式会社 蟹澤 正則・飯島 かおり                      (長 野) 

  日本電鍍工業株式会社                                           (大 阪) 

  オーエム産業株式会社 表面処理研究所                            (中 国) 

  株式会社 アサヒテクノ 村上 剛士                              (四 国) 

  株式会社 オジックテクノロジーズ 西田チーム                    (九 州) 

 

【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) 

  三共鍍金株式会社 小達 博寿                                    (東 京) 

  株式会社 遠州クロム 日名地・石野                              (静 岡) 

  株式会社 ユニゾーン 中嶋 直輝                                (富 山) 

  清川メッキ工業株式会社 阿部 智征                              (福 井) 

  株式会社 野村鍍金 鹿沼工場 中庭・吉尾チーム                  (大 阪) 

  フジコー株式会社 製造７課Ｂチーム                              (兵 庫) 

  株式会社 アサヒテクノ 西尾 圭太                              (四 国) 
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全国鍍金工業組合連合会会長賞 銀賞 

 

【研磨－装飾クロムめっき部門】 

  清川メッキ工業株式会社 林  祐徳                              (福 井) 

  清川メッキ工業株式会社 南澤・村井チーム                        (福 井) 

  メテック株式会社 豊園 理莉                                    (京 都) 

 

【装飾クロムめっき部門】 

  和光鍍金有限会社 中村 修一                                    (東 京) 

  京王電化工業株式会社 石井 涼太                              (東京学校) 

  三恵技研工業株式会社  赤羽工場 丸山 敦志                   (東京学校) 

  仁科工業株式会社 渡邉 将士                                  (東京学校) 

  太陽電化工業株式会社                                           (愛 知) 

  二葉産業株式会社 ＩＳ部Ｂチーム                                (愛 知) 

  株式会社 コダマ グエン ヴァン ダット                        (大 阪) 

  株式会社 九州電化 村島 真一                                  (九 州) 

 

【亜鉛めっき部門】 

  秋田化学工業株式会社 金子 裕哉                          (東北・北海道) 

  株式会社 ケディカ 佐々木 翔弥・川越 侑太                (東北・北海道) 

  旭産業株式会社 阿部 昭彦                                      (神奈川) 

  有限会社 武蔵野化学工業所 加藤 誠児                        (東京学校) 

  株式会社 フラワー貴金属 サンメッキ 久保田 真介            (東京学校) 

  オーエム産業株式会社  栃木工場 本郷  茜                   (東京学校) 

  株式会社 ヒキフネ 安井 龍志                                (東京学校) 
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  二葉産業株式会社 ＩＳ部Ｂチーム                                (愛 知) 

  有限会社 貝塚鍍金工業所 Ａチーム                              (大 阪) 

  株式会社 ワイエスデー 日野 剛宏                              (中 国) 

  石川金属工業株式会社 坂本  晋                                (九 州) 

  株式会社 オジックテクノロジーズ 木村チーム                    (九 州) 

  株式会社 九州電化 岡本・磯野・川                              (九 州) 

  福岡メッキ技研工業株式会社 西來 郁海                          (九 州) 

 

【無電解ニッケルめっき部門】 

  秋田化学工業株式会社 佐々木 司                          (東北・北海道) 

  株式会社 ケディカ 町田  光                            (東北・北海道) 

  茨城プレイティング工業株式会社 製造一課                        (茨 城) 

  旭産業株式会社 所  義晴                                      (神奈川) 

  株式会社 池田車框製作所 加園 隼也                            (東 京) 

  常木鍍金工業株式会社 製造部（本社工場）                        (東 京) 

  清川メッキ工業株式会社 見附 正浩                              (福 井) 

  株式会社 コダマ 金子 孝一                                    (大 阪) 

  株式会社 コダマ 北山 青哉・藤原  央                        (大 阪) 

  株式会社 ユーミック 八田 豊宏                                (四 国) 

  株式会社 熊防メタル 竹下 靖洋                                (九 州) 

 

【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) 

  株式会社 村松製作所 Ａチーム                                  (静 岡) 

  株式会社 村松製作所 Ｂチーム                                  (静 岡) 

  株式会社 生駒 藤田  翔                                      (大 阪) 

  蒲田化工株式会社 村上 和之                                    (大 阪) 
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  株式会社 野村鍍金 鹿沼工場 鈴木・小堀チーム                  (大 阪) 

  近畿防蝕株式会社 竹中 真也                                    (兵 庫) 

  株式会社 熊防メタル 北川・石丸・野口チーム                    (九 州) 

 

 

全国鍍金工業組合連合会会長賞 銅賞 

 

【研磨－装飾クロムめっき部門】 

  サン工業株式会社 有賀  晃・浦野 翔太・鈴木  聡            (長 野) 

  サン工業株式会社 伊藤 拓也・矢澤 知弥・橋爪 広海            (長 野) 

  日水電気化学工業株式会社 今釜 淳二                            (九 州) 

 

【装飾クロムめっき部門】 

  有限会社 高村工業所 瀧澤  純                                (神奈川) 

  有限会社 トヨダ電鍍 豊田 金造                                (東 京) 

  株式会社 吉崎メッキ化工所 立原 裕希                          (東 京) 

  和光鍍金有限会社                                               (東 京) 

  株式会社 安蒜鍍金 安蒜 政則                                (東京学校) 

  株式会社 シルベック 小野 裕介                              (東京学校) 

  京王電化工業株式会社 佐藤 剛志                              (東京学校) 

  メテック株式会社 磯野 正明                                    (京 都) 

 

【亜鉛めっき部門】 

  有限会社 高村工業所 大船 弘貴                                (神奈川) 

  有限会社 高村工業所 鈴木 省平                                (神奈川) 

  京王電化工業株式会社 第一製造部Ｈ．Ｓ．Ｙ                      (東 京) 

  株式会社 安蒜鍍金 安蒜 政則                                (東京学校) 
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  株式会社 大崎金属 岡野 浩人                                (東京学校) 

  有限会社 池澤鍍金工業所 篠沢 勇真                          (東京学校) 

  三恵技研工業株式会社  赤羽工場 鈴木 絢子                   (東京学校) 

  二葉産業株式会社 ＩＳ部Ａチーム                                (愛 知) 

  株式会社 ユニゾーン 山口 哲夫                                (富 山) 

  清川メッキ工業株式会社 寺嶋 海都                              (福 井) 

  株式会社 シミズ 浅田  翔                                  (大阪学校) 

  清水長金属工業株式会社 鈴木 雅之                            (大阪学校) 

  株式会社 ハイビック平田 中小路 博和                        (大阪学校) 

  福岡メッキ技研工業株式会社 小嶋 博満                          (九 州) 

 

【無電解ニッケルめっき部門】 

  旭産業株式会社 阿部 昭彦                                      (神奈川) 

  株式会社 吉崎メッキ化工所 佐久間 英紀                        (東 京) 

  株式会社 ハイライト 小泉  貫                                (長 野) 

  メテック株式会社 京都工場 浅野 智子                          (京 都) 

  株式会社 コダマ 山中  隆・石川 達也                        (大 阪) 

  株式会社 太洋工作所 鶴見工場Ｎｉ製造課                        (大 阪) 

  オーエム産業株式会社 メッキ第一事業部                          (中 国) 

  高知精工メッキ株式会社 和田 圭司                              (四 国) 

  株式会社 オジックテクノロジーズ 木村チーム                    (九 州) 

  株式会社 オジックテクノロジーズ 倉岡チーム                    (九 州) 

  株式会社 熊防メタル 大塚 龍一                                (九 州) 

 

【硬質クロムめっき部門】 

  大森クローム工業株式会社 新井 あきら                          (東 京) 

  株式会社 遠州クロム 井村・齋藤                                (静 岡) 
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  株式会社 コダマ 岸本  伸                                    (大 阪) 

  株式会社 コダマ 田中 瑛貴                                    (大 阪) 

  日本電鍍工業株式会社                                           (大 阪) 

  フジコー株式会社 製造７課Ｃチーム                              (兵 庫) 

  株式会社 九州電化 松永 達也                                  (九 州) 

  日水電気化学工業株式会社 松ケ野 美年                          (九 州) 

 

 

全国鍍金工業組合連合会会長賞 

  金賞 ４３件   銀賞 ４４件   銅賞 ４４件 

 

 

      （註）①掲載は組合順（北→南）、同組合の場合は事業所名 50音順 

         ②東京都鍍金工業組合高等職業訓練校の生徒からの参加者は（東京学校）と標記 

         ③大阪高等めっき技術訓練校の生徒からの参加者は（大阪学校）と標記   
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■特別表彰プレミアムアワード（２社） 

 

  サン工業株式会社                                                  (長 野) 

 

（１）平成 24年度 装飾クロムめっき部門   厚生労働大臣賞 受賞 

（２）令和４年度  装飾クロムめっき部門   厚生労働大臣賞 受賞 

（３）令和４年度  無電解ニッケルめっき部門 厚生労働大臣賞 受賞 

 

 

  株式会社 オジックテクノロジーズ                                   (九 州) 

 

（１）平成 23年度  亜鉛めっき部門   厚生労働大臣賞 受賞 

（２）平成 29年度  亜鉛めっき部門   厚生労働大臣賞 受賞 

（３）令和４年度   亜鉛めっき部門   厚生労働大臣賞 受賞 

 

 

■卓越した技能者表彰（３名） 

 

【全国鍍金工業組合連合会会長表彰】 

 

  山本  豊  京王電化工業株式会社               （東 京） 

 

  清川  肇  清川メッキ工業株式会社              （福 井） 

 

  吉村 浩司  株式会社 九州電化                （九 州） 


