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1
メッキ済み部品の洗浄水処理方法及
び装置

ティーディーケイ株式会社 36 バレルめっき装置 ハセ技研株式会社

2 導電性バレル及びバレルメッキ装置 木田精工株式会社 37 銅―錫合金めっき用ピロリン酸浴
日本ニュークローム株式会
社

3
バレルメッキ方法及びバレルメッキ装
置

木田精工株式会社 38
バレルメッキ装置用の電極及びバレル
メッキ装置

上市　一吉

4
表面処理液浄化装置及び表面処理液
の浄化方法

荏原ユージライト株式会社 39 ジンケート浴亜鉛めっき方法 日本表面化学株式会社

5 バレルめっき用ダミーボール 日立金属株式会社 40 バレルメッキ装置 ローム株式会社

6 連続搬送バレルメッキ装置 ティーディーケイ株式会社 41
セラミック電子部品のめっき方法、及び
セラミック電子部品

株式会社村田製作所

7
アルカリ性電気亜鉛めっき浴および
めっき方法

日本表面化学株式会社 42
セラミック電子部品のめっき方法、及び
セラミック電子部品

株式会社村田製作所

8 バレル装置 株式会社山口製作所 43
非シアン系電解黒色銅－錫合金めっ
き浴、それによるめっき方法およびその
めっき皮膜を有する製品

キザイ株式会社

9 めっき液への亜鉛イオンの供給方法 日本表面化学株式会社 44 バレルメッキ装置および方法 コーア株式会社

10
チップ型セラミックス電子部品の電極
形成法

株式会社村田製作所 45
バレルメッキ用給電体とその製造方法
および該給電体を用いた電子部品の
メッキ法

株式会社村田製作所

11 長尺部材の電解メッキ装置
株式会社イノアックコーポ
レーション

46 電子部品の製造方法 株式会社村田製作所

12 バレルめっき用ダミーボール 日立金属株式会社 47 メッキ用バレル 上市　孝志

13 バレルめっき用ダミーボール 日立金属株式会社 48 チップ抵抗器およびその製造方法 ローム株式会社

14 メッキ用バレル 城南樹脂工業株式会社 49
めっき膜の形成方法及びチップ型電
子部品の製造方法

株式会社村田製作所

15 高速バレル式表面処理装置 株式会社青山製作所 50
アルカリ性亜鉛系めっき液への亜鉛イ
オン供給方法

日本表面化学株式会社

16
篭形バレルと篭形バレルを使用した表
面処理装置

株式会社青山製作所 51
スズめっき浴、及び電子部品の製造方
法

株式会社村田製作所

17 噴流補助陽極 株式会社青山製作所 52 バレルめっき方法及び装置 ＴＤＫ株式会社

18 液体金属を使用した給電接点装置 株式会社青山製作所 53 クロムめっき用バレル装置 東京都鍍金工業組合

19 節水式水洗装置 株式会社青山製作所 54 洗浄機能を備えた表面処理装置 スズキ株式会社

20 半導体装置の製造方法 株式会社三井ハイテック 55 チップ状積層セラミック電子部品 株式会社村田製作所

21 バレルメッキ方法及び装置 ティーディーケイ株式会社 56
電子部品の外部電極形成方法及び電
子部品

太陽化学工業株式会社

22
スズメッキ浴、当該浴を用いたバレル
メッキ方法

石原薬品株式会社 57 メッキライン 木田精工株式会社

23 表面処理装置用バレル 朝明化工機株式会社 58
メッキライン用メッキ装置及びメッキライ
ン

木田精工株式会社

24 メッキ装置 株式会社中日化工機 59
電子部品のめっき装置および電子部
品のめっき方法

松下電器産業株式会社

25
セラミック電子部品のめっき方法、及び
セラミック電子部品

株式会社村田製作所 60 電子部品のめっき方法 松下電器産業株式会社

26 コモンモードチョークコイル 株式会社村田製作所 61 電子部品のめっき方法 松下電器産業株式会社

27
極小サイズの積層型チップ状電子部
品の製造方法

ＴＤＫ株式会社 62
チップ状積層セラミック電子部品の製
造方法およびチップ状積層セラミック
電子部品

株式会社村田製作所

28
筒型被めっき物の電気めっき方法およ
びその装置

住友特殊金属株式会社 63
３価クロメート処理方法及びクロメート
皮膜付き鋼材

木田精工株式会社

29
中性スズメッキ浴、当該浴を用いたバ
レルメッキ方法

石原薬品株式会社 64 チップ抵抗器およびその製造方法 ローム株式会社

30 導電性微粒子の製造方法 積水化学工業株式会社 65 チップ抵抗器およびその製造方法 ローム株式会社

31 アルカリ性亜鉛系電気めっき方法 日本表面化学株式会社 66 溶解槽 木田精工株式会社

32 バレルめっき用ダミーボール 日立金属株式会社 67
バレルめっき装置およびそれを用いた
めっき方法

株式会社村田製作所

33 バレル装置 株式会社コンドウ 68 バレルめっき装置 ＴＤＫ株式会社

34 積層チップ部品の製造方法 コーア株式会社 69 電子部品のめっき装置 松下電器産業株式会社

35 車両用ドア
三菱自動車エンジニアリン
グ株式会社

70
めっき用バレル、めっき用バレル装置
及びバレルめっき方法

株式会社メイドー
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