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1 バレルめっき装置および設計方法 ＴＤＫ株式会社 39
めっき用ラックおよびガラス端子のめっ
き方法

新光電気工業株式会社

2
バレル、バレルめっき装置及び液排出
具

株式会社山本鍍金試験器 40 メッキ用バレル 上田　正幸

3 めっき装置およびめっき方法 栄鍍金工業株式会社 41 バレルめっき装置 ハセ技研株式会社

4
バレルメッキ装置及びバレルメッキシス
テム

太陽化学工業株式会社 42 めっき装置における給電受台 株式会社中央製作所

5 分離方法及び分離装置 太陽化学工業株式会社 43 メッキ用バレル 上田　正幸

6
バレルメッキ装置における電極リード線
の取付構造

上市　一吉 44
導電性微粒子の製造装置、導電性微
粒子の製造方法、及び導電性微粒子

積水化学工業株式会社

7 メッキ方法およびメッキ装置 兼子電機株式会社 45 バレルめっき装置 新共立化工株式会社

8 バレルめっき装置 ハセ技研株式会社 46 電子部品の部分めっき装置 江東電気株式会社

9 電子部品の製造方法 株式会社村田製作所 47
メッキ装置，メッキ方法及びメッキ用容
器

太陽化学工業株式会社

10 バレルめっき方法及び装置 ＴＤＫ株式会社 48
電子部品のめっき方法およびそれを用
いた電子部品の製造方法

株式会社村田製作所

11 端子、それを有する部品および製品 ＦＣＭ株式会社 49
バレルメッキ用ニッケルメッキ浴、並び
に当該浴を用いたバレルメッキ方法

石原薬品株式会社

12 メッキ用バレル 上田　正幸 50 バレルめっき装置 新共立化工株式会社

13 メッキ用のバレル 睦技研株式会社 51 導電性微粒子の製造方法 積水化学工業株式会社

14 めっき装置 ＴＤＫ株式会社 52 小型電子部品のめっき方法 ＴＤＫ株式会社

15
バレル、バレルめっき装置及びバレル
めっき方法

ＴＤＫ株式会社 53
部材の各ピンに電気メッキを施す方法
及びこれに用いる電気メッキ用治具

株式会社山武

16 小型電子部品のめっき方法 ＴＤＫ株式会社 54
着色電解装置及び着色電解方法並び
に着色チタンの製造方法

株式会社マルジョウアルマ
イト

17 振動めっき装置 株式会社村田製作所 55 バレル式電気めっき装置 株式会社デンソー

18
めっき処理用容器、バレルめっき装
置、及びめっき処理用容器の製造方
法

ＴＤＫ株式会社 56 表面処理洗浄水製造装置 上市　一吉

19 メッキ液処理ユニット 上市　一吉 57 メッキ装置およびメッキ形成方法 コーア株式会社

20 電子部品の振動メッキ装置 株式会社村田製作所 58
バレルめっき装置及び電子部品の製
造方法

株式会社村田製作所

21 電気スズ合金メッキ方法 石原薬品株式会社 59
バレルめっき用ダミーメディア及びバレ
ルめっき方法

ＴＤＫ株式会社

22 めっき方法およびめっき装置 株式会社村田製作所 60
めっき電極、めっき治具およびそれを
用いた電子部品のめっき方法

松下電器産業株式会社

23
電子部品の製造方法およびそれに用
いるめっき装置

株式会社村田製作所 61 ネジ塗装用カチオン電着塗料組成物 日本ペイント株式会社

24
電子部品用めっき治具及び電解めっ
き装置

新光電気工業株式会社 62 バレルメッキ装置 太陽誘電株式会社

25 回転ラックバレルめっき装置 新光電気工業株式会社 63 自動開閉バレル 二葉産業株式会社

26 永久磁石部材及びその製造方法 ＴＤＫ株式会社 64
撹拌容器、及びめっき方法、並びに研
磨方法

株式会社村田製作所

27 端子、それを有する部品および製品 ＦＣＭ株式会社 65 電子部品の製造方法 松下電器産業株式会社

28 バレルめっき装置 新共立化工株式会社 66 めっき用バレル 城南樹脂工業株式会社

29 電解処理方法及び装置 ＹＫＫ株式会社 67
バレルメッキ装置，バレルメッキ方法及
びバレルバッグ

太陽誘電株式会社

30 バレルメッキ装置 太陽化学工業株式会社 68
クリップ、及び、そのクリップを有する軸
体

ぺんてる株式会社

31 バレルメッキ装置 太陽化学工業株式会社 69 容器 ▲高▼良鍍金株式会社

32 バレルメッキ装置 太陽化学工業株式会社 70
バレルめっき装置及び電子部品の製
造方法

株式会社村田製作所

33 バレルメッキ装置 太陽化学工業株式会社

34 クロムめっき用バレル装置 株式会社コンドウ

35 バレルめっき方法及び装置 ＴＤＫ株式会社

36
バレルメッキ装置およびバレルメッキ方
法

松下電器産業株式会社

37
一部透明バレル、それを用いた観察装
置、並びに評価方法

ＴＤＫ株式会社

38 クロムめっき用バレル装置 株式会社コンドウ 以下１２点省略
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