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No,8926 〃 半田メッキ方法と工程 平.5-11 75点 ￥29,700
No,8496 〃 ガラスへのメッキ処理方法 平.5-9 60点 ￥23,700
No,8497 〃 ハードディスク用基板のメッキ方法 平.5-9 66点 ￥27,800
No,8929 〃 メッキ前処理剤の組成と前処理方法 平.5-11 81点 ￥31,600
No,8936 〃 チタン合金の表面硬化方法 平.5-11 71点 ￥26,700
No,8937 〃 チタン材のエッチング方法と浴の組成 平.5-11 59点 ￥24,500
No,8938(A) 〃 チタンの着色加工方法 平.7-11 57点 ￥22,400
No,〃 (B) 〃 チタンのメッキ加工方法 平.7-11 55点 ￥21,600
No,8924 〃 マグネシウム合金の表面処理方法 平.9-11 48点 ￥19,300
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1 メツキ液の浄化方法 ユニチカ株式会社 36 有価物の回収方法 太平化学産業株式会社

2 電気めっき液の懸濁物処理方法 川崎製鉄株式会社 37 錫系合金めっき浴の再生方法
日本マクダーミッド株式会
社

3 使用済み溶融塩浴の処理装置 住友金属工業株式会社 38 無電解メッキ液のリサイクル使用方法 太陽化学工業株式会社

4 硫酸ロジウムメッキ液再生装置 沖電気工業株式会社 39 無電解メッキ液のリサイクル使用方法 太陽化学工業株式会社

5
アルミ電解廃液からの遊離酸の完全リ
サイクル使用方法

日産エンジニアリング株式
会社

40
めっき用回転バレル装置とその使用方
法

株式会社三隆製作

6 表面処理方法及び表面処理装置 上村工業株式会社 41
溶融亜鉛系めっき鋼板の表面処理液
再生方法

日新製鋼株式会社

7 Ｓｎめっき液の再生方法 川崎製鉄株式会社 42 メッキ液自動管理装置 株式会社東芝

8 Ｓｎめっき液の再生方法 川崎製鉄株式会社 43
表面処理工場の用・排水の管理方法と
その装置

株式会社日立製作所

9 置換めっき浴の寿命を延長させる方法
マクジーン－ローコ・イン
コーポレイテツド

44
めっき方法、めっき装置及び鍍着物質
補給装置

ヤマハ発動機株式会社

10
アルミニウムの溶融塩めっき方法と装
置

住友金属工業株式会社 45
電気亜鉛めっき浴中の金属不純物イ
オンの除去方法

川崎製鉄株式会社

11 無電解ニッケルめっき浴の再生方法 上村工業株式会社 46
鋼帯亜鉛メッキ時の硫酸塩電解液を再
生する方法および設備

エス・エム・エス・シュレーマ
ン－ジーマーク・アクチエン
ゲゼルシャフト

12 無電解めっき液の再生方法 三菱電機株式会社 47 シアン含有水の処理方法 ペルメレック電極株式会社

13 Ｓｎめっき液の再生方法 川崎製鉄株式会社 48 希釈電気めっき液の濃縮回収方法 新日本製鐵株式会社

14 Ｓｎめっき液の回収再生方法 川崎製鉄株式会社 49
無電解ニッケルめっき浴または無電解
ニッケル合金めっき浴の再生方法

下出　幸雄

15
工業生産におけるリンシング液の微量
排出プロセス及びその設備

フー・デソン 50 亜リン酸塩含有廃液の処理方法 日本化学工業株式会社

16 錫めっき液を回収再生する方法 川崎製鉄株式会社 51 溶融金属めっき浴再生方法及び設備 株式会社日立製作所

17
無電解ニッケルめっき液及び無電解
ニッケルめっき方法

工業技術院長 52 めっき液調整槽 花王株式会社

18
シアン化物を有していない銅メッキ浴
の精製

エントン・オーエムアイ・イン
コーポレイテッド

53
クロムめっきにおけるクロムめっき液、ク
ロムめっき廃液、クロム酸洗浄水用ク
ローズド・リサイクル・システム

日英ハードクローム工業株
式会社

19 無電解ニッケル鍍金廃液処理装置 伊藤　靖彦 54 無電解めっき浴の再生方法 上村工業株式会社

20 無電解金属鍍金廃液処理装置 伊藤　靖彦 55
電気メッキラインの熱交換用熱媒再利
用方法及び装置

川崎製鉄株式会社

21
３価クロムイオンを含有するＺｎ系電気
めっき浴管理方法

川崎製鉄株式会社 56
不純物金属イオンの除去方法および
電気亜鉛めっき方法

川崎製鉄株式会社

22 錫めっき液の回収再生方法 川崎製鉄株式会社 57 無電解めっき浴の再生方法 上村工業株式会社

23 錫めっき液の回収再生方法 川崎製鉄株式会社 58 メッキ液中の不純物除去方法と装置 ソニー株式会社

24
無電解銅メッキ液中の酒石酸塩の再
生利用方法

太陽化学工業株式会社 59
錫めっき液からの錫酸化物の除去方
法

日鉱金属株式会社

25
めっき浴の不純物金属イオンの除去方
法

信越化学工業株式会社 60 めっき装置 ヤマハ発動機株式会社

26 無電解銅メッキ液の再生方法 太陽化学工業株式会社 61 無電解ニッケルめっき液 日本化学工業株式会社

27
めっき浴の不純物金属イオンの連続除
去方法およびその装置

信越化学工業株式会社 62 無電解ニッケルめっき方法 日本化学工業株式会社

28
ＮｉまたはＺｎ，　Ｎｉ含有廃液からのＮｉ
塩またはＺｎ，　Ｎｉ塩の回収方法

日本鋼管株式会社 63 無電解めっき浴の処理方法 上村工業株式会社

29
粒子の無電解めっき方法及び無電解
めっき装置

上村工業株式会社 64
めっき廃液の再生方法およびその装
置

川崎製鉄株式会社

30
無電解ニッケルめっき廃液の再生処理
方法とその装置

栃木県 65
無電解ニッケルめっき液の循環システ
ム

日本化学工業株式会社

31 ハイドロキシアパタイトの製造方法 太平化学産業株式会社 66 無電解ニッケルめっき液循環システム 日本化学工業株式会社

32 有価物の回収方法 太平化学産業株式会社 67
めっき方法及びこの方法に用いられる
水洗用スプレー装置

大阪瓦斯株式会社

33
水分混入劣化低温型溶融塩液の再生
方法

日新製鋼株式会社 68
錫メッキ用溶液の再生方法およびその
装置

カーエム・オイローパ・メタ
ル・アクチエンゲゼルシヤフ
ト

34 金属イオン不純物の除去方法 カヤバ工業株式会社 69
めっき加工におけるめっき薬品のリサ
イクル方法およびその装置

東和工機株式会社

35 めっき液中の陽極微粒子の除去方法 スズキ株式会社 70
合金メッキ浴に消費された金属イオン
を供給する方法および装置

大機エンジニアリング株式
会社

以下３０点省略
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