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年度 感謝状1 感謝状2 感謝状3 感謝状4 感謝状5 感謝状6 感謝状7 感謝状8 感謝状9 感謝状10 感謝状11 感謝状12 感謝状13

R02(2020) 井上  雄二 大橋  英征 加藤  洋一 篠木  裕二 柴田  和男  (ACOS) 千葉  孝義 中村  芳和 古川  真一  (CENELEC) 御代  政博  (ACEA) 吉田  孝一

ﾋﾞｼﾞﾈｽ機械･情報ｼｽﾃﾑ産業協会 三菱電機 日本規格協会 情報処理学会 日本電機工業会 ソニー 住友電気工業 日本電気協会 富士通 日本電機工業会

R01(2019) 石隈  徹 今井  毅 上野  文雄 大竹  伸幸 神徳  徹雄 五島  滋雄 佐藤  一男 佐藤  賢治 竹村  正央  (ACTAD) 地主  真悟 野村  淳二 浜中  浩樹

アズビル 日本規格協会 東芝 日本規格協会 産業技術総合研究所 日立製作所 安川電機 富士通 日本電機工業会 日本品質保証機構 パナソニック 電気学会

H30(2018) 榎本  克哉 長田  明彦 木村  孝浩 坂下  栄二  (ACOS) 高木  真人 塚崎  尚 萩原  賢一 平出  順二 平山  浩司

産業安全技術協会 日本配線ｼｽﾃﾑ工業会 日本規格協会 技術協力安全ｾﾝﾀｰ 横河電機 三菱電機 電気学会 シャープ 東芝 共用品推進機構

H29(2017) 新井  米秋  (ACEA) 内村  貴博  (ACTAD) 木村  敬治 渋谷  隆  (ACTEL) 濱岡  里鶴 藤澤  浩道 松本  憲和 南口  哲司 吉田  幸司

古河電気工業 日本電気協会 ソニー NECｽﾍﾟｰｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 日本規格協会 日立製作所 日本規格協会 住友電気工業 日本電機工業会

H28(2016) 五十嵐  達治 江頭  誠 大野  克行  (ACOS) 小野  洋二 小林  直哉 櫻井  融  (ACEA) 竹中  みゆき  (ACEA) 福田  昭一 松村  秀一 宮本  純一

富士通 三菱電機 ﾋﾞｼﾞﾈｽ機械･情報ｼｽﾃﾑ産業協会 日本品質保証機構 日立製作所 日本電気 東芝 富士通 富士通 電気学会

H27(2015) 伊原  文明  (ACEC) 押味  秀明  (ACTAD) 田邉  信二 塚本  克博 原田  真昭  (ACOS) 平形  直人 古川  栄司 水野  重徳  (ACEC) 山口  誠  (ACTAD) 和田  裕

富士通ﾃﾚｺﾑﾈｯﾄﾜｰｸ 日本電気協会 三菱電機 三菱電機 日本電線工業会 東京電力 日本規格協会 ﾋﾞｼﾞﾈｽ機械･情報ｼｽﾃﾑ産業協会 三菱電機 電気学会

H26(2014) 赤木  康之 一戸  誠之  (ACEA) 伊藤  義正 櫛木  好明 柴田  優  (ACEC) 下田  一彦 中村  秋夫 東田  豊  (ACTEL)

東京電力 日立製作所 日本規格協会 パナソニック 電子情報技術産業協会 電気事業連合会 関東電気保安協会 電子情報通信学会

H25(2013) 加藤  宏彰  (ACTAD) 金井  晃子 佐々木  修二  (ACOS) 佐々木  宏 住田  眞  (ACTEL) 関  紀明  (ACTAD) 田中  康治 戸田  弘明  (ACTAD) 長瀬  亮  (ACTEL) 藤原  修  (ACEC) 山口  孝好 渡辺  善規

日本電気計器検定所 ソニー 日本電子部品信頼性C 日本電機工業会 オプティ (OPT-i) 日本電気協会 電気学会 東芝 千葉工業大学 名古屋工業大学 シャープ パナソニック

H24(2012) 尾野  孝夫  (ACTAD) 岡崎  憲二 勝山  実 栗原  清一  (ACEA) 近藤  孝彦  (ACOS) 高林  恒久 谷  由紀夫  (ACEC) 富田  孝司 冨田  茂 山口  達史

個人 UL Japan 電気学会 富士通 日本品質保証機構 古河電気工業 山武 東京大学 日本電信電話 東京電力

H23(2011) 岡田  正 川村  正夫 窪谷  耕造 古角  尚之 柴田  恵 祖川  伊知郎 武田  重喜 原田  節雄 向井  幹雄  (ACET) 八木  重典

日本規格協会 日本規格協会 電子情報技術産業協会 日本規格協会 パナソニック 住友電気工業 京セラ 日本規格協会 ソニー 三菱電機

H22(2010) 近藤  良太郎 坂野  成人 関口  努 森  紘一

日本電機工業会 日本電機工業会 日本規格協会 富士通

H21(2009) 浅井  功 浅賀  孝典 新井  謙一 伊藤  八大  (ACEC) 木村  芳則 小出  信介 戸田  弘明  (ACOS) 東原  隆 星  哲夫 松山  外志郎 村山  潔 山本  武司 百合野  真司

日本電気協会 沖電気工業 日本電気 東芝 日本アイ・ビー・エム 富士通 電気学会 富士電機ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 横河電機 シャープ 東京電力 電気事業連合会 東芝

H20(2008) 小笠原  勝彦  (ACOS) 白石  修一 髙橋  徹也  (ACEA) 鱠谷  佳和 堀越  知一

電気学会 富士通 三菱電機 村田製作所 富士通

H19(2007) 大谷  俊二 木野村  正 佐々木  喜七  (ACOS) 設楽  哲  (ACOS) 髙山  芳郎  (ACOS) 田中  康弘  (ACEA) 原田  節雄 三井  正  (ACET) 村上  敬一  (ACET) 油本  暢勇

住友電気工業 住友電気工業 日本電子部品信頼性C 電子情報技術産業協会 日本電線工業会 アルプス電気 ソニー TDK 富士通研究所 住友電気工業

H18(2006) 熊谷 康一 小峰  浩 斉藤 仁孝  (ACEC) 笹山  哲朗 椿  一夫 寺井  清寿 永井  信夫 樋口  和雄

古河電気工業 電気学会，三菱電機 沖電気工業 東京電力 松下電池工業 東芝 三菱電機 電子情報技術産業協会

H17(2005) 加賀見  英世 唐門  秀明 伊達  浩一 平塚  芳隆 本多  正己 南口  哲司

東芝ﾘｻｰﾁｺﾝｻﾙﾃﾝｸﾞ ソニー 京セラ 富士通 東芝 住友電気工業

H16(2004) 柏木  健夫 鈴木  髙道 高橋  正信 手塚  正造

日本品質保証機構 日立製作所 オムロン 日本規格協会

H15(2003) 石山  壮爾 笹谷  幸裕 佐藤  政博 新中  栄治 千葉  優明 寺内  進 渡辺  剛

電気設備学会 住友電気工業 電気安全環境研究所 沖電気工業 日立製作所 日本アイ・ビー・エム パイオニア

H14(2002) 石川  栄 石黒  秀男 川本  博久 小岩  忠夫 豊田  立身 芳賀  敏行 藤井  真 藤崎  正人

山武 日本電気 シャープ 日本電子機械工業会 三洋電機 松下電工 東芝 日本電気

H13(2001) 加峯  茂行 柴田  明一 東條  喜義 中根  雄三 三船  忠良

三菱電機 ソニー 電子情報技術産業協会 日本電子機械工業会 ソニー

H12(2000) 貴田  富雄 佐藤  栄一 蛇抜  信雄 中村  茂之 三輪  義信

松下電器産業 日本電機工業会 松下電器産業 日本アイ・ビー・エム TDK

H11(1999) 岡田  静夫 加藤  邦雄 長嶺  元 山口  豊義

ソニー 横河電機 三菱電機 三洋電機

H10(1998) 漆原  富志郎 長谷部  守邦 兵頭  厚一 柳川  隆之 山口  政光

日本配線器具工業会 電線工業会 東芝 日本電気 山武

H9 (1997) 小峰  浩 小山  喜福 末永  則雄 竹内  修 田中  秀昭

三菱電機 日本規格協会 日本電子機械工業会 ソニー 東京電力

H8 (1996) 伊澤  明 楡木  武久

松下電器産業 電子工業振興協会

H7 (1995) 風間  宗忠 清水  英範 根岸  朗 久利  孝一 松本  義雄 八木澤  英長

沖電気 日本電機工業会 国際超電導産業技術研究C 東芝 松下電工 松下電器産業

H6 (1994) 今泉  利緒 大原  洋三 柿本  光敏 妹尾  三郎 横山  弘道 渡辺  正司

東芝 三菱電機 シャープ 日本アイ・ビー・エム 住友電気工業 京セラ

[※ 敬称略，会社名簡易表記]

松岡  光一 (CENELEC)


