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1 電子部品およびそのめっき方法 松下電器産業株式会社 37 めっき装置 株式会社村田製作所

2
めっき装置、及びめっき方法、並びに
積層セラミック電子部品の製造方法

株式会社村田製作所 38
バレルめっき装置、およびバレルめっ
き装置用の陰極装置

ＴＤＫ株式会社

3 バレル式電解クロメート処理 名古屋メッキ工業株式会社 39 バレルめっき装置 ＴＤＫ株式会社

4 バレルめっき方法 ＴＤＫ株式会社 40 めっき装置 株式会社山本鍍金試験器

5 バレルめっき方法 ＴＤＫ株式会社 41 小物の表面処理装置 上村工業株式会社

6
銅めっき被膜を表面に有する希土類
系永久磁石

株式会社ＮＥＯＭＡＸ 42 めっき方法及び装置 松下電器産業株式会社

7
金属ボール、金属ボールの作製方法、
めっき構造物および半田付け方法

株式会社ミレニアムゲートテ
クノロジー

43
アルミニウムめっき層および金属部材
並びにその製造方法

日立金属株式会社

8 金属ボール
株式会社ミレニアムゲートテ
クノロジー

44 チップ状電子部品のめっき方法 太陽誘電株式会社

9 めっき装置及びめっき方法 ＴＤＫ株式会社 45 メッキ用バレル 株式会社森川製作所

10 めっき用ポッド及びめっき装置 ＴＤＫ株式会社 46 バレルメッキ装置 上市　一吉

11 めっき装置及びめっき方法 ＴＤＫ株式会社 47 メッキ用バレル 木田精工株式会社

12 バレルめっき装置 ＮＥＣトーキン株式会社 48
部品供給装置及び該部品供給装置を
用いた振動分離装置

株式会社村田製作所

13 Ｃｕコアボール
新日鉄マテリアルズ株式会
社

49 メッキ用バレル ジオホーク株式会社

14
バレルめっき用バレル及びバレルめっ
き装置並びにそれを用いた電子部品
の製造方法

ＴＤＫ株式会社 50
電解めっき装置及び電解めっき方法
並びにめっき治具

新光電気工業株式会社

15 Ｃｕコアボールとその製造方法
新日鉄マテリアルズ株式会
社

51 バレルメッキ装置 太陽化学工業株式会社

16
バレルめっき装置並びにそれを用いた
電子部品の製造方法

ＴＤＫ株式会社 52 バレルメッキ装置 アイシン精機株式会社

17 回転バレルめっき装置 株式会社村田製作所 53
金属イオン濃度調整方法、金属イオン
濃度調整装置及びめっき方法

ＴＤＫ株式会社

18 金属表面硬化処理部材の生産方法 キヤノン株式会社 54
金属イオン濃度調整方法、金属イオン
濃度調整装置及びめっき方法

ＴＤＫ株式会社

19
めっき部材、及び、そのめっき部材の
製造方法

ぺんてる株式会社 55 表面処理装置及び表面処理システム 木田精工株式会社

20 めっき装置 株式会社村田製作所 56 表面処理装置 木田精工株式会社

21 電気めっき装置 株式会社島谷技研 57 表面処理装置 木田精工株式会社

22 メッキ用バレル 木田精工株式会社 58 表面処理装置 木田精工株式会社

23 めっき方法 ＴＤＫ株式会社 59 表面処理装置 木田精工株式会社

24 めっき装置 城南樹脂工業株式会社 60 バレルめっき装置 株式会社村田製作所

25
バレルめっき用ダミーボールおよびそ
の製造方法

日立金属株式会社 61 電解めっき方法 株式会社村田製作所

26 バレルめっき方法 ＴＤＫ株式会社 62 表面処理装置 木田精工株式会社

27
ニッケルめっき液、及び電子部品の製
造方法

株式会社村田製作所 63
皮膜付き金属部材の製造方法及び皮
膜付き金属部材

日産自動車株式会社

28
めっき液および導電性素材の製造方
法

ＴＤＫ株式会社 64 ネジ部材およびその製造方法 国立大学法人信州大学

29 めっき方法及びめっき装置 ＴＤＫ株式会社 65
電子部品のめっき装置およびめっき方
法

松下電器産業株式会社

30 バレルめっき方法 ＴＤＫ株式会社 66 バレルめっき装置 ＴＤＫ株式会社

31 バレル式電解クロメート処理 名古屋メッキ工業株式会社 67
バレルめっき装置及びバレルめっき方
法

ＴＤＫ株式会社

32
めっき液、導電性素材および導電性素
材の表面処理方法

ＴＤＫ株式会社 68
エンジンのバレルのめっき方法及び
めっき用マスク治具

本田技研工業株式会社

33
メッキ方法、メッキ装置および電気メッ
キが施された電池缶

冨士発條株式会社 69 めっき装置及びめっき方法 日立金属株式会社

34
錫電気めっき浴、錫めっき皮膜、錫電
気めっき方法及び電子機器構成部品

上村工業株式会社 70 めっき装置 ＴＤＫ株式会社

35 バレルめっき装置 株式会社山本鍍金試験器 71 電解めっき方法 ＴＤＫ株式会社

36
めっき用バレル、めっき用トレイ、棒材
移動用治具

城南樹脂工業株式会社 72
被めっき物の沈降性改善処理剤及び
その沈降性改善処理剤を用いたバレ
ルめっき方法

メルテックス株式会社
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