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科学技術庁長官奨励賞 太陽光線追従装置 藤原 照家 電子制御膨張弁 太平洋工業㈱ ドラム形の空気清浄機 ㈱常盤電機 科学技術庁長官奨励賞 軽量間仕切り壁取付けシリーズ 未来工業㈱ 油圧緩衝装置 カヤバ工業㈱自動車技術研究所 透析液の移送装置 ㈱三陽電機製作所 橋脚打設用自動昇降型枠装置 岐阜工業㈱ 文部科学大臣奨励賞 油圧制御装置 KＹB(株) タイヤ空気圧監視用送信機 太平洋工業(株)

特許庁長官奨励賞 動力ｳｲﾝﾁにおける巻戻しｴﾈﾙｷﾞｰ回収及び巻取り巻戻し索の等速運動装置 丸研工業㈱ 塗装室の広範囲吸気風洞装置における吸気量調整装置 ㈱常盤電機 調理用具の柄の製造方法 長谷川刃物㈱ 特許庁長官奨励賞 ガントリ伸縮型セントル 岐阜工業㈱ カード式乗車券精算装置 ㈱三陽電機製作所 ステーダンパ カヤバエ業㈱岐阜北工場 給水・給湯システム 未来工業㈱ 特許庁長官奨励賞 コンクリート締固め装置（リール式バイブレーター) 岐阜工業(株) 緩衝装置 KYB(株)

名古屋通商産業局長賞 昇降テーブルの平衡装置 富士変速機㈱ 折畳みコンテナ 岐阜プラスチック工業㈱　 屈曲管成型用金型 岐阜プラスチック工業㈱　 中部通商産業局長賞 装飾模様平面加工装置ならびにその製品 ㈲美光技研 インサート 未来工業㈱ 筒形ホイールオーナメントの取付用ホルダの製造方法 太平洋工業㈱ パワーステアリングの反力制御装置 カヤバ工業 岐阜北工場 中部経済産業局長賞 エンジンカバー 太平洋工業(株) 自走式ロボットバイブレーター 岐阜工業(株)

（社）発明協会会長奨励賞 鉢栽培の灌水方法及びその装置並びに灌水樋 岐阜プラスチック工業㈱　 バス用電熱併用式温水暖房装置 ㈱三陽電機製作所 ジャンボドリハ 未来工業㈱ （社）発明協会会長奨励賞 ストロークセンサ付シリンダ装置 カヤバ工業㈱岐阜事業所 トンネルのインバートコンクリート覆工法とその装置 岐阜工業（株） ヘアサロン向け安全ガード付きレザー フェザー安全剃力㈱ 安全宣言「ザ・ガード」ニュータイプ フェザー安全剃刀㈱ （社）発明協会会長奨励賞 カーボンコア及びカーボンロール 天龍工業(株) 切粉マジックシステム クマクラ工業(株)

日本弁理士会会長奨励賞 太陽熱利用除湿冷暖房法 日新科学研究所 ミシンに取りつけて使用するロツク縫い器 東洋精器工業㈱ 雨樋装置 三尾 敬 日本弁理士会会長奨励賞 カード式乗車券精算装置 ㈱三陽電機製作所 圧縮成形木材及び集成材 棚橋 光彦 延線工具用カウンタウエイト ㈱ユタカコンサルタント 定量式生ビールディスペンサー 富士電機冷製造㈱ 日本弁理士会会長奨励賞 ブローバイガス還元装置用流量制御弁 太平洋精工(株) ケーブルトラフ 未来工業(株)

岐阜県知事賞 海苔の原藻液の濃度調整方法および装置 ㈱常磐電機 飲食用具等の柄の取付構造 川嶋工業㈱ 家庭用電気ヨーグルト製造機 タニカ電器㈱ 岐阜県知事賞 樹脂製センターキャップの製造方法 太平洋工業㈱ 制御弁 太平洋工業㈱ トンネルニ次巻用型枠のフォーム支持ピンクランプ装置 岐阜工業㈱ 着色防滑性シート及びその製造方法 大福製紙㈱ 岐阜県知事賞 強制クラッシャーフィーダー クマクラ工業(株) ミクロトーム フェザー安全剃刀(株)

ケーブル皮むき器「トリッパー」 未来工業㈱ 小型自動車用高性能ｵｲﾙｸﾘｰﾅｰ「ｻﾞ・ｷｯﾄﾞﾆｨ」 ㈱オリジン ばねを利用した黒板等の壁面押付装置 ㈲岐阜黒曜社 自動車用静電防止マット ㈱大和 ひの木の畳 ㈱日の出工業 漁礁ブロック 揖斐川コンクリート工業（株） 超音波センサの車両への取付構造 太平洋工業㈱ 岐阜県優秀新製品奨励賞 ケーブルラックシステム 未来工業(株) 折りたたみプールフロア 岐阜プラスチック工業(株)

ﾀｲﾙ焼成用省エネルギー窯道具について （株）神谷厘鉢製作所 油圧ﾀﾞｲｽﾎﾟｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾟﾚｽの反転装置 ㈱長瀬鉄工所 ホイールリング 太平洋工業㈱ 安全宣言ザ・ガード フェザー安全剃刀㈱ 脳神経外科用メス替刃 フェザー安全剃刀㈱ (ハナレワザ)磁性体板分離具 ㈱スザキ工業所 安全二重構造の鞘 川嶋工業㈱ 岐阜県議会議長賞 カブの種まき器 岩佐鉄工所 岩佐勝二 4枚刃カミソリの階段状の構造 カイ インダストリーズ(株)

岐阜県議会議長賞 ｻｰﾓｽﾀｯﾄ付き定量止水混合水せん「ｻｰﾓお湯ぴた」 北村バルブ㈱ 可変磁器コンデンサー用セラミック素子 ㈱エック 進入車両識別装置 ㈱三陽電機製作所 岐阜県議会議長賞 組立て容器 岐阜プラスチック工業㈱ モップ用扇状体の製造方法 ㈱トーカイ 咽喉用メス替刃/ハンドル フェザー安全剃刀㈱ 乗り物用座席 天龍工業㈱ （社）発明協会岐阜県支部長賞 ハンガーレール 中洲電機(株) ブレード形ヒューズ 太平洋精工(株)

岐阜県市長会長賞 電子回路基板 太平洋工業㈱ スライドボヅクス 未来工業㈱ 自動車用ｴﾝｼﾞﾝのﾋﾟｽﾄﾝにおける上死点探索法および装置 福井 謹七 岐阜県市長会長賞 延線用線巻きドラム架台 ㈱ユタカコンサルタント 鉄筋コンクリート建築物に於ける壁体の施工構造 （株）車戸建築事務所 アースロード 中洲電機㈱ セブンクラッチ(7の字杖) 西本 朋巳 岐阜県繊維協会長賞 ずぼん,腕カバー 平木 美也子 既設法枠の緑化部材、及び緑化工法 天龍工業(株)

岐阜市長賞 スラックス シンガポール㈱ 幼児用座席付ショッピングカート ㈱スーパーメイト 自転車用回転夜光器 清水 静雄 （社）発明協会岐阜県支部長賞 ブロアモータ用抵抗器 太平洋精工㈱ 空気調和機用バルブ 太平洋精工㈱ 先天的な聴覚障害のための音程変換器 山内 健治 プライヤーにおける操作アームの構造 カイ インダストリーズ㈱ 岐阜県陶磁器工業協同組合連合会理事長賞 部分マルチコートによる加飾製品の製造方法 華陽技研工業(株) 配線ワイヤの管理札 中洲電機(株)

大垣市長賞 深井戸用ポンプ装置 朝日興業㈱ サンドコレクタ 河瀬鉄工㈱ ミシンに取りつけて使用するサイドカッター 東洋精器工業㈱ 岐阜市長賞 デフウｵール(壁開閉装置) 第一技建㈱ アルミナー鉄塩複合体の製造方法 汎陽科学㈱ 茎のトゲ、小枝、下葉等の切除具 ㈲タカハシぱら園 リニューアルシステム300 ショーワ㈱ 岐阜県紙業連合会長賞 シェーピングブラシ及びそのスタンド カイ インダストリーズ(株) コーナーカットガイド付ナイフ 髙木 孝雄

高山市長賞 按摩器 加藤 保夫 凍結防止カーブミラー 小林 義雄 バーナー用燃焼補機 野中 勇 大垣市長賞 旅客運送装置 ㈱車戸建築事務所 側溝 揖斐川コンクリート工業（株） 舗装路面融雪装置 車戸徳蔵(㈱車戸建築事務所） ヒューズ 太平洋精工㈱ 岐阜県機械金属協会長賞 液晶式表示装置 レシップ(株) CCL(ネオン管組込みユニット) レシップ(株)

多治見市長賞 フェライト質タイル 東海窯業化学工業所 保温式弁当箱 大垣プラスチック工業（株） Vポット・マジック急須 アケチ茶器㈱ 高山市長賞 ハイ!クルポン 平和メディク㈱ 耐震シェルターテーブル 飛騨産業㈱ シャワー用カーテン 中野 直哉 緑化法枠 ひだ緑化土木㈱ 岐阜県木工連合会長賞 ヒダッキー（飛騨の杉)床材 わんだ一ランド (有)キ・ブロック 酒井巧 スリッパスタンド 山岡 光彦

関市長賞 ポケットナイフの組立て方法 川嶋工業㈱ 収穫鎌 （株）長尾包丁製作所 ライトエース ユニオン電子㈱ 多治見市長賞 ワッペンの製造方法 ㈱中央企画 警報ポール 藤野 和久 農作物の鳥害防止方法 冨成 進 CDケース ㈲大長紙器工業所 岐阜県プラスチック工業組合理事長賞 フェザーFII neo フェザー安全剃刀(株) 草カキくまこ (株)川瀬金属

中津川市長賞 グローバルクロックミニ（時計付地球儀） ユニオンエレックス（株） コンクリート型枠清掃機 （株）エヌ・エス・ピー WORLDT TRAVEL CLOCK(WTC-24C) ユニオンエレックス（株） 関市長賞 展示物を水面に浮かべる装置 中洲電機㈱ 折り畳み式爪切り カイ インダストリーズ㈱ ペットボトルオープナー 川嶋工業㈱ 余長ケーブル収納ケース 中洲電機㈱ 岐阜県食品産業協議会長賞 スﾂ・トライク 第一技研(株) エコボツクス:ソーラーオーブン 自然の風

美濃市長賞 杭 兼松 一二三 消防用防水ノズル 旭興業（株） 電子部品固定用テープ基材 大福製紙㈱ 中津川市長賞 巻取り原紙又はフィルム切り 成木 有彦 曲がりOK(家庭用排水管掃除器) 島崎 久男 空き缶分別ごみ箱 酒井 智・松井玲史 らくらくボタンかけ 島崎 久男

瑞浪市長賞 こんにゃく用精粉製造装置 工藤 和也 標尺結合金具 （株）太平産業 柔軟運動用具 ㈱アサヒ 美濃市長賞 介護用シャツ 都竹 勝治 多機能竹馬 鈴木 俊輔 あきかんくう太 セイレイ工業 チューブクリーン 八幡化学工業㈱

羽島市長賞 魚信感知装置 ㈱沢田印刷紙工 芯地接着機における加熱装置 栗山 武三 芳香器、芳香収納容器他 トーカイグループ 瑞浪市長賞 車イスのままお風呂へ入る装置 工藤 松夫 簡単に取り付け・取り外しの出きるスベリ止め ㈲栄和商会 砂漠地での空気含有水の吸水器 高村 仁 グランドの水取り機 大島 健源 出品物の名称 受賞者 出品物の名称 受賞者

恵那市長賞 ミシン用のまつり縫い器 東洋精器工業㈱ ワールド・トラベルクロック ユニオンエレックス（株） 家庭用灯油容器のキャップ 伊藤 幸三 羽島市長賞 消毒剤含浸用マット ㈱トーカイ 調湿くん ㈱丸和産業 バス専用車内転倒防止器 藤井 貢 送電線架線用ランニングボード ㈱ユタカコンサルタント 文部科学大臣奨励賞 ベンチ乗上移動式桟橋 岐阜工業(株) パワーステアリング装置 KYB(株)

美濃加茂市長賞 家具の横転防止用金具 野田産業㈱ 旋風燃焼器 ㈲野末製作所 ペタンコくまさん 野田産業㈱ 恵那市長賞 ハサミ式ツボマッサージ器具 藤野 和久 携帯式タフロープカッター 山内 保 工場用ダブルノブドア 交告 光広 テレビ音声専用補聴器 秋山 佳寛 特許庁長官奨励賞 電動パワーステアリング制御装置 KYB(株) 金属調装飾樹脂成形部品の製造方法 太平洋工業(株)

土岐市長賞 二列のﾛｰﾗｰﾁｪｰﾝ環の拡縮による連続自動変速装置 柳ケ瀬 富治 運搬用容器 今木杞柳㈱ 側溝コンクリート蓋開閉機 河合溶接工業㈲ 美濃加茂市長賞 収納装置を有する体重計 華井 幸雄 懐中電燈用転倒時点燈スイッチアダブター 肘井 真二 ごみぶくろスタンド 鈴木 俊輔 自動車用緊急脱出用ハンマー 畑中 義男 中部経済産業局長賞 フィンガ装置 太平洋工業(株) ギター パンドラミュージック 梅田 勲

各務原市長賞 簡易二重ガラス戸内の空気排除方法 仙波アイデアファーム 非常用寝袋兼用背負い袋 天龍工業㈱ 光ファイバーを利用した表示装置 天龍工業㈱ 土岐市長賞 簡易式ジャッキ 小瀬 金茂 くん蒸処理用器具 高橋 明利 高所スプレー用アダプター 肘井 真二 アイアンクラブ洗浄器 スズキアートホーム㈱ （社）発明協会会長奨励賞 軽間ボックス 未来工業(株) コンクリート埋設物装置 未来工業(株)

可児市長賞 端面処理を施した板体 森本 徳夫 墨つぼ 村瀬 光良 各務原市長賞 乗物用シート 天龍工業㈱ 乗物用座席 天龍工業㈱ 植生マットおよびそのマットを用いた植生方法 天龍工業㈱ ローリングベンチ 高橋明利（高橋バラ園） 日本弁理士会会長奨励賞 切粉マジックシステム クマクラ工業(株) ソーラーアロマ (株)トーカイ

岐阜県町村会長賞 竹割パンパラー 河合溶接工業㈲ 動力ウインチ 丸研工業㈱ カンナ角度安定器. 金山住建 可児市長賞 計量米びつおよび米備蓄容器 冨成 進 揺動式面取機 ㈱甲山製作所 加熱調理器 ㈱甲山製作所 トレー リサイクル バラ 岐阜県立可児工業高等学校工業化学科 岐阜県知事賞 保護カバー付き手術用メス フェザー安全剃刀(株) 業務用理容レザー フェザー安全剃刀(株)

岐阜県商工会議所連合会長賞 打撃音を発する野球練習用バット 早崎 忠男 コップ立て 岐阜製作所 ゴミ受付雨樋 岐阜ｱｲﾃﾞｱﾏﾝクラブ（桜井勲） 岐阜県町村会長賞 フルリクライニング車いす6型 ㈱松永製作所 ベルトコンベア ㈱ユタカコンサルタント シャキットくん 松本好明（バブリックシステム㈱） 軽量人工畦 狭場 芳男 岐阜県優秀新製品奨励賞 限流ヒューズ 太平洋精工(株) チューブリンガー 中洲電機(株)

(財)中部科学技術センター会長賞 過電流表示器 （株）高松電気製作所 多目的ヘルスメーター 酒井 満 岐阜県商工会議所連合会長賞 待機運転式無停電電源装置 （株）三陽電機製作所 植物灌水用栽培器 岐阜プラスチック工業㈱ 生ゴミ脱臭ＢＯＸ(ニオワンダー) 八幡化学工業㈱ 高吸油化粧用脂取り紙及びその製造方法 大福製紙㈱ 岐阜県議会議長賞

中部日本弁理士倶楽部幹事長賞 身体障害者の入浴方法および入浴装置 仙波アイデアファーム ゲートボール用ゲート 稲葉 正義 (財)中部科学技術センター会長賞 Safety Fashionable Attend 伝村 純一 農作物の鳥害防止方法 冨成 進 回転式バキュームプレス台 河本 英雄 替刃式外科剪刀 フェザー安全剃刀㈱ （社）発明協会岐阜県支部長賞 SP包装除包機 中洲電機(株) 姿椅子 熊倉 康雄

岐阜県繊維協会長賞 掛け布団支持具 田中 義晃 布地巻取装置 ㈲中洲電機製作所 釣り用掬網のたも網の製造方法およびたも網 金森伸一・吉村本夫 中部日本弁理士倶楽部幹事長賞 地面にフィットする杖 中家 文夫 ファミリーステップ 長房 英之 トライアングル 松本好明（バブリックシステム㈱） 「暖房及び結露防止兼用融雪屋根」の模型と解説 車戸徳蔵㈱車戸建築事務所 岐阜県繊維協会長賞 電動トリマーを回転収納する安全カミソリ カイ インダストリーズ(株) 音声放送機能付き運賃表示装置 レシップ(株)

岐阜県陶磁器工業協同組合連合会理事長賞 陶磁器デナーセットニューパッキング 長良陶器㈱ タイル焼成用省エネルギー窯道具について （株）神谷厘鉢製作所 陶器の施釉機 安藤電機（株） 岐阜県繊維協会長賞 通勤快服 村瀬 章夫 形状記憶繊維 棚橋 光彦 マジックテープ(商標登録)付き掛布団カバー 松野 裕 モップ ㈱トーカイ 岐阜県陶磁器工業協同組合連合会理事長賞 蜂の巣状コンクリート 富士コンクリート工業(株) 廃棄物を再利用した樹脂化製品 富士コンクリート工業(株)

岐阜県紙業連合会長賞 組立便利なテント 後藤 豊司 ナイフケース等の吊下係止具「ﾅｲﾌﾌﾞﾗｰ」 小瀬木 勇 座椅子兼用手さげ袋 松本 正子 岐阜県陶磁器工業協同組合連合会理事長賞 ジルコニアコーティング窯道具 NＧK アドレック㈱ コンクリート製品、スタンド足元照し 清水 吉信 ゴルフ用雨傘 清水 保雄 健足マット セイレイ工業 岐阜県紙業連合会長賞 オートバイ用新聞配達専用箱 大松 政雄 超簡単な消毒器「アクアプラス」 高島 久幸

岐阜県機械金属協会長賞 男性用カミソリ「ナンダ」 （株）貝印刃物センター 包丁 （株）貝印刃物開発センター 調理用具等の柄 川嶋工業㈱ 岐阜県紙業連合会長賞 タネシート 加藤 武彦 通気孔の自動開閉機 久保 肇 焼却炉(生ゴミ用) 長房 英之 トイレットペーパーカッター(電動) 増川 定治 岐阜県機械金属協会長賞 １台７役（多目的ノギス） 友光測範(株) カミソリ刃先ガードの軟質バンパー カイ インダストリーズ(株)

岐阜県木工連合会長賞 土木工事用基準ﾊﾞｰ（はめ込み式赤・白丁張） 丸栄商事（株） リトルムックシリーズ 野田産業㈱ 測量用三脚 ㈱大平産業 岐阜県機械金属協会長賞 子供のための調理用包丁 川嶋工業㈱ びんブタ開け 川嶋工業㈱ 包丁 カイインダストリーズ㈱ 開閉式運搬用コンテナ 保 博司 岐阜県木工連合会長賞 春駒（幼児及びデイサービスセンター用木製遊具） (有)キブロック 酒井 巧 糸のこ盤によるレリーフ（浮き彫り）作品 丸山 昌平

岐阜県プラスチック工業組合理事長賞 筋付け具付きブラシ 小島ブラシエ業 額ならびに製法を応用した額時計 （株）土筆ﾚｼﾞﾝ手芸研究所 卵調理用具 （株）貝印刃物開発センター 岐阜県木工連合会長賞 扉の開放装置 関口 久志 松葉杖 後藤 光治 足裏刺激健康具 荒木 只一 人形の収納飾り壇箱 森 和夫 岐阜県プラスチック工業組合理事長賞 保冷・冷凍車用荷室灯具 レシップ(株) ヒューズ 太平洋精工(株)

岐阜県食品産業協議会長賞 柿ようかんの製造方法 大平 正幸 かみそり ニッケンかみそり（株） タイピン「鮎」 ㈱セキシン興業 岐阜県プラスチック工業組合理事長賞 らくらくレンガ D.Y ブリック㈲ のびのびハンガー 遠藤 知明 巻き取式プラスチックチェーン 交告 光広 方向自在キャスターの制御装置 保 博司 岐阜県食品産業協議会長賞 小魚の内臓取り出し刃付の魚調理包丁 岩佐鉄工所 岩佐勝二 ソムリエナイフ 兼松 誠司

（社）岐阜県電機工業会長賞 ガラスフキ機 宇野 強 自動ハマすり機 安藤電機㈱ 線材延線寸法測定入線装置 ㈲中洲電機製作所 岐阜県食品産業協議会長賞 生ゴミの悪臭防止剤・有機堆肥化BIO-NOVAごみげん ㈱甲山製作所 バーベキューのオールマイテー 長房 英之 きれいに焼器 本田 靖二 豆腐調理器具 岩佐 勝二

岐阜県公害防止協会長賞 液面の浮遊物採取具 平田 邦夫 遊泳者の水難防止装置 松本 秀雄 （社）岐阜県電機工業会長賞 教育用小型ロボット 山内 健治 ポイントアース部材 中洲電機㈱ 立体型自動車用非常表示停止板 臼田 理成 車輔用照明器具の縁枠 ㈱三陽電機製作所

新岐阜百貨店賞 健康器具 吉田 満 改良作業一輪車 松本 公正 岐阜県公害防止協会長賞 空缶圧縮機 鈴木 俊輔 産廃ガラスを使った舗装工事 三野道路㈱ 分類ゴミ容器 岐阜ブラスチﾂク工業㈱ アルミフィンクリーナムース ショーワ㈱ 出品物の名称 受賞者 出品物の名称 受賞者

（社）発明協会岐阜県支部長賞 台所用収納庫 早崎鉄工所 冷水循環式水枕 中家 文夫 ボート等のオール装置 有田 秋好 文部科学大臣奨励賞 電気的接続用螺子 中洲電機(株) 健康に良いギャバ白米 （株）米ト産業

特許庁長官奨励賞 斜面防災と環境保全を両立する法枠工法 イビデングリーンテック(株) 緩衝装置 KYB(株)

年 度 出品物の名称 受賞者 出品物の名称 受賞者 出品物の名称 受賞者 中部経済産業局長賞 集塵機 クマクラ工業(株) タイカブラック®クイック 未来工業(株)

賞 名 出品物の名称 受賞者 出品物の名称 受賞者 出品物の名称 受賞者 出品物の名称 受賞者 科学技術庁長官奨励賞 コンクリート打設用型枠 岐阜工業㈱ スタビライザーのばね定数可変装置 カヤバ工業㈱ 打設コンクリートに対する振動付与装置 岐阜工業（株） （社）発明協会会長奨励賞 ベルマウス 未来工業(株) からす除けゴミ枠ステーション （株）アイベックス

科学技術庁長官奨励賞 自動塗装機用複合型ロータリージョイント ㈱常盤電機 延線装置 ㈱ユタカコンサルタント 延線工具 ㈱ユタカコンサルタント 駅名表示装置 ㈱三陽電機製作所 特許庁長官奨励賞 ケーブルラックシステム 未来工業㈱ ロータリーフィーダ クマクラ工業㈱ 床配線はこう変わる 床配線シューターシステム 未来工業（株） 日本弁理士会会長奨励賞 ＣＯ２用チャージバルブ 太平洋工業(株) 安全かみそりの首振り機構 フェザー安全剃刀(株)

特許庁長官奨励賞 墨流し模様の連続染色法 北村 光郎 ケーブル自動キャレージ 丸研工業㈱ ボビンの製造方法 双葉ボビン㈱ スローブローヒューズ 太平洋精工（株） 中部通商産業局長賞 後輪操舵用シリンダ カヤバ工業㈱ 多目的自動販売機「つみき」 未来精工㈱ 自動車外装部品の金属調塗装装置 太平洋工業（株） 岐阜県知事賞 軟質材のスピニング加工方法 KYB(株) ドライ式トラップ：排水通気弁 ダブルポコ （株）サンケイサポート

名古屋通商産業局長賞 ｺﾝｸﾘｰﾄ構築物に埋込む照明器具とその他の取付具 外１件 未来工業㈱ 耐凍圧棚溝における緩衝材 横山 寿夫 傾斜面付きの組み合わせ作業台（セパレートスノコ） 岐阜プラスチック工業（株） 樹脂アウターワイヤー シーシーアイ（株） （社）発明協会会長奨励賞 カード式乗車券精算装置 ㈱三陽電機製作所 トンネル用コンクリート打設方法、検査窓開閉機コンクリート分流機及びトンネル用コンクリート打設装置 岐阜工業㈱ 油圧緩衝器のばね荷重調整装置 カヤバ工業（株）岐阜南工場 岐阜県優秀新製品奨励賞 ゆ・みえ～る （有）ヤマウチ工業所 搬送ライン 中洲電機(株)

（社）発明協会会長奨励賞 断熱亜鉛板の断熱材断続貼着装置 （資）掛布金属材料店 装飾研磨模様の形成方法 ㈲美光技研 YMストーンパネル 矢橋大理石㈱ コンタクトレンズ消毒装置 タニカ電器㈱ 日本弁理士会会長奨励賞 機能性スリットヤーン 大福製紙㈱ 分岐電線用過電流保護器 太平洋精工㈱ 自動販売機 未来精工（株） （一社）岐阜県発明協会長賞 女性用かみそり フラミンゴ まゆ用 フェザー安全剃刀(株) エアー ショットガン クマクラ工業（株）

日本弁理士会会長奨励賞 血液透析用漏血センサー ㈱三陽電機製作所 はさみの指掛部の構造 川嶋工業㈱ 自走式木寄せウィンチ 天龍工業㈱ 工事用足場における足場ｹｰｼﾞの自動昇降装置及び方法 岐阜工業㈱ 岐阜県知事賞 超音波式反射形測距計 太平洋工業㈱ 送風機用羽根車の製造方法 太平洋工業㈱ 替刃式女性用携帯かみそり フェザー安全剃刀（株） 岐阜県繊維協会長賞 土のう袋スタンドＣ４ エコツール本舗（株） 車両用多連型ヒューズ装置 太平洋精工(株)

岐阜県知事賞 抄繊糸 大福製紙㈱ トラックサーキット自動塗装装置 常盤電機㈱ ロ一タリー式エアーブロー ㈱常盤電機 凍結防止装置付水道バルブ用のコマ 関連合刃物協同組合 マイパズル 天龍工業㈱ 法面保護緑化構造 天龍工業㈱ 多機能付きキッチン鋏 カイ インダストリーズ㈱ 岐阜県陶磁器工業協同組合連合会理事長賞 天然木灰の活用製品 富士コンクリート工業（株） スコバ（バケツ機能付スコップ） エコツール本舗（株）

太陽電池利用電子太陽熱温水器 天龍工業㈱ 薬液計量混合装置における計量タンク ㈱三陽電機製作所 運賃箱の券類落し機構 ㈱三陽電機製作所 ｺﾝｸﾘｰﾄ仮枠へ釘打ち固定されるｺﾝｸﾘｰﾄ埋設用部材の釘打ちつけ部の構造 未来工業㈱ 長尺材の送り込み装置 ㈲野末製作所 屋内用全方位移動電動チェア ㈱サンテック 荷こぼれ防止シート ㈱タカギ・パックス 岐阜県紙業連合会長賞 階段も上がる折りたたみ万能台車 溝口 智一 祭り用付け飾り（へーそく）切器 市岡 信郎

円形カッター 同和製紙㈱ 運搬機 加藤加工工業所 替刃メスの取り外し器 フェザー工業㈱ 外科用メスホルダー フェザー工業㈱ 岐阜県議会議長賞 友釣用おもり ゆう夢企画 吉井峰男 畜光材を用いた路面マーカー 三野道路㈱ 過酸化水素の分解方法及びその洗浄剤と発色剤 ショーワ㈱ 岐阜県機械金属協会長賞 白内障手術用メス カイ インダストリーズ(株) タイヤ空気圧モニタリングシステム 太平洋工業(株)

岐阜県議会議長賞 包装用容器 東海牛乳㈱ 配線用埋込みボックスの固定用折込みピン 未来工業㈱ 煙製ウナギの製法 上野 博 炭化珪素微粉末 イビデン㈱ 岐阜県市長会長賞 タイル焼成用匣鉢 ㈱神谷匣鉢製造所 かみそりユニット フェザー安全剃刀㈱ パイプハウス倒壊防止具 日野 浩行 岐阜県木工連合会長賞 バイオリン及びギター パラコーン 梅田 勲 作業用手袋裏返し器 坂下 千八喜

岐阜県市長会長賞 ナイフの鞘保持部材 川嶋工業㈱ ｴﾝｼﾞﾝのﾀｲﾐﾝｸﾞﾍﾞﾙﾄ用歯付ﾌﾟｰﾘｰ及び伝導回転部品の製造方法 丸順精器工業（株） 圧力検知装置 太平洋工業㈱ スリーパーシート 天龍工業㈱ （社）発明協会岐阜県支部長賞 菱目床構築用型枠及び菱目床の構築方法 車戸 徳蔵 クランプ用ジャッキの治具 西村 永吉 医療用椅子 天龍工業㈱ 岐阜県プラスチック工業組合理事長賞 糸のからみ防止 牛丸 由美子 ヘッドが自由自在のカミソリ カイ インダストリーズ(株)

岐阜市長賞 赤道座表目盛を有する外球と地平座表目盛を有する円球とを組合せた天球儀 尾藤 英彦 プール用フロア 岐阜プラスチック工業㈱　 納豆付米菓 ㈱福あられ本舗 ラミネートシートの製造法 岐阜プラスチック工業㈱ 岐阜市長賞 金車 ㈱ユタカコンサルタント 自動料金精算装置 ㈱三陽電機製作所 電線巻きドラム 岐阜ブラスチﾂク工業㈱ 岐阜県食品産業協議会長賞 旋盤の安全装置 中津川工業高等学校 機械科 手指上肢リハビリテーション支援システム (株)丸富精工

大垣市長賞 自転車用の子乗せ兼用荷物籠 ㈱佐々木 建築物の屋根雪の除雪方法と装置の説明 車戸 徳蔵 鉄骨構造建築物屋根の積雪荷重検出装置 車戸 徳蔵 レンジグルメパック卓急便 ㈲久美川鉄工所 大垣市長賞 ヒューズ 太平洋精工㈱ パソカー(旅客運送装置) 車戸 徳蔵 多連ヒューズ素子および該多連ヒューズ素子を用いた多連ヒューズ 太平洋精工㈱

高山市長賞 燃焼機に於ける湯沸器 ㈲野末製作所 引き出しハンガーフック 中野 源吾 フィッシングオープション（魚焼き器） 森腰 和吉 ロールペーパーの収納引き出し切断装置 ㈲野末製作所 高山市長賞 衝立 ㈲山進木工所 コーナリングカバー ㈱インテリアイマイ ゲンジボタル飼育セット 高山市立三枝小学校PTAホタル委員会

多治見市長賞 自動開袋機 工藤鉄工所 電気酒かん器 タニカ電器㈱ 陶製加湿器 加藤 修三 未来博記念絵はがき新製品 太田 計一 多治見市長賞 三種おろし器 カネ幸陶器㈱ 灌水器 カネ幸陶器㈱ 足の指握り棒 服部 正也

関市長賞 調理用具等の包装具 炭竈 利夫 発電機を備えた自転車 小関 明子 砥石付料理庖丁 長谷川刃物㈱ 折りたたみナイフ 川嶋工業㈱ 関市長賞 3枚刃カミソリK-3 カイ インダストリーズ㈱ アース端子の取付部材及びアース端子カバー 中洲電機㈱ スライダー装置 中州電機（株）

中津川市長賞 デジタル巻尺 ㈱エヌエスピー 健康具 麦島 弘好 ホットクッキングシート 本州製紙㈱中津工場 自転車ライト用発電機操作装置 中家 文夫 中津川市長賞 石板取り付け用補助具及び石組工法 三野道路㈱ 草刈り機の丸のこカバー 吉村 博司 ウッド舗装・土舗装 三野道路㈱

美濃市長賞 指当て具付切出しナイフ 義春刃物㈱ 重度上肢マヒ者のための読書ページ捲り機 上村 数洋 万能コンパス 川部 正人 医療用外科せん刀 フェザー安全剃刀㈱ 美濃市長賞 連結具と釣り糸の連結構造 ゆう夢企画 井上武久 カッターガイド モルザ㈱ ペット用の介護・生理・外出用の紙おむつ オオタ衛材㈱

瑞浪市長賞 陶器用自動倣い線引機 安藤電機㈱ 低周波磁界による脳波誘導装置 遠松 利幸 線状物の集材装置 中洲電機㈱ メンテナンスシート ㈱トーカイ 瑞浪市長賞 キウイフルーツの収穫機 早瀬 完 YSP断熱通気パネル ㈱ヤマシタ工務店 レジンバッジ 華陽技研工業㈱

羽島市長賞 消火用ホースノズル 道家 英徳 芳香器 ㈱トーカイ エルダー加工糸 ㈱トーカイ 側溝の蓋を取り除かないで行う掃除用具 岩崎 秀雄 羽島市長賞 ボルトをキャッチする六角棒レンチ 近藤 勇 活性炭入りボールマッサージ 八幡化学工業㈱ リースキン両面モップふくふく神 ㈱トーカイ

恵那市長賞 長柄洋傘用の収納カバー 佐藤 道徳 水圧式方向変換器 小県 勝志 装飾用の鍋敷 伊藤 幸三 デジタルチェッカー選別機 中洲電機㈱ 恵那市長賞 ホテルベンダー 富士電機冷機製造㈱ 枕の高さ調節カバー 肘井 真二 動力草刈機 野村 欣市

美濃加茂市長賞 非金属製品の表面に装飾的擦痕模様を形成する方法 ㈲美光技研 ﾌﾞﾗｳﾝﾍﾞﾋﾞｰ、重ねﾍﾞﾋﾞｰ、重ねせいり 野田産業㈱ マグネット用のメタルテープ 桐山 周司 電線ドラムスタンド 岐阜関工業㈲ 美濃加茂市長賞 壁掛花瓶 秋山 節 飲料用容器洗滌器具 ㈱神代鉄工所 串の洗浄装置 ㈱神代鉄工所

土岐市長賞 浴室用排水口のための蓋 足立 忠夫 アコーディオンシステム移動式ガレージ 林 勝敏 土木工事における法面への芝植付方法 平塚 寿男 フィットハンガー 河本 英雄 土岐市長賞 無停電電源装置 ㈱三陽電機製作所 雨水貯水装置 高木 宏一 噴気ノズル付き電気鋸 下田 優

各務原市長賞 ケーブル架線工事用のロープ索引車 疋田 雅己 作業用台車 天龍工業㈱ 定規 山内 茂男 生爪成形用支持リング ㈲宮永鉄工 各務原市長賞 ロック装置におけるロック部緩み防止構造 岐阜車体工業㈱ 法面保護緑化構造 天龍工業㈱ 散布機 第一技建㈱

可児市長賞 ポケットナイフ 福田 正二 ギター ㈱ヤイリギター 隅木取付金具 村瀬 光良 釣用浮き 白木 善次 可児市長賞 粉末自動給茶機 富士電機冷機製造㈱ 定量注出生ビールディスペンサー 富士電機冷機製造㈱ 商品搬出機構付き自動販売機 富士電機冷機製造㈱

岐阜県町村会長賞 障害者用新聞等読み器 金山 久明 軸受部のシール構造 河瀬 清蔵 スクイズポンプ 大一エンジニアリング㈱ 草刈り用全自動繰り出し式ナイロンカッター 杉原林機㈱ 岐阜県町村会長賞 ムの字構造ビューティフルグレーチング ㈱宝機材 液体の移し替え装置 ㈲タカハシばら園 おむつ交換補助装置 奥村 弘

岐阜県商工会議所連合会長賞 カメラマニヤー用多自的携行具 河合 登 自動車用タイヤチェーン 武藤 政幸 気泡振動浴槽 日本超音波工業（株） ドラム支持装置 ㈱ユタカコンサルタント 岐阜県商工会議所連合会長賞 ストッパ付調理用トング 川嶋工業㈱ 綿棒クリーナ 平和メディク㈱ トグル機構を備えたクランプ器具 西村 永吉

(財)中部科学技術センター会長賞 ローソク立て（B) 松永 浅一 ｾﾗﾐｯｸ質複合体から成る連体を備えたﾊﾞﾙﾌﾞ 北村バルブ（株） ドライバー 未来工業㈱ 超音波治療装置 日本超音波工業㈱ (財)中部科学技術センター会長賞 電線被覆剥き器に取付ける中間ストリップアダプター 瀬木 秀俊 延線車における延線速度制御装置 ㈱ユタカコンサルタント 自動紙折機 岐阜県立中津川工業高等学校

中部日本弁理士倶楽部幹事長賞 安全剃刃 石田 石根 はさみ ㈱木村刃物製作所 フカセ用放水まき餌器 稲森 昭人 洗浄装置 中村 利通 中部日本弁理士倶楽部幹事長賞 女性用かみそり フェザー安全剃刀㈱ デフウォール 第一技建㈱ 散歩の友 小栗 博

岐阜県繊維協会長賞 柄付ハンドモップ 日本リースキン㈱ 柱、壁、掛 山口 秋広 自動車座席用クッション ユニコン社 ミシンのダーツ縫い用布押さ具 山下 長幸 岐阜県繊維協会長賞 足矯正用装具ヘルプウォーク 奥村 弘 リースキン両面モップふくふく神 ㈱トーカイ 膝掛け 吉川 浩正

岐阜県陶磁器工業協同組合連合会理事長賞 着脱自在なタイル額 伊藤 幸三 紅茶注ぎ アケチ茶器㈱ 室内装飾ガラス板 林 隆聖 遠赤外線応用グッズ サンケミカル㈱ 岐阜県陶磁器工業協同組合連合会理事長賞 交代選手表示装置 ㈱サンテック 改良型地上補食する野鳥の為のエサ箱 原 真悟 携帯用押圧式疲労回復器 濱 清雄

岐阜県紙業連合会長賞 製図用型付定規 宇野 強 ロールペーパー収納繰出器 大石 大造 印刷インキ空罐用クラッシャー 後藤 鉄夫 マグネット用メタルシート&テープ 桐山 周司 岐阜県紙業連合会長賞 気分転香(きぶんてんか) 平和メディク㈱ ガイド付糊付具 モルザ㈱ 筆記時に利き手や書面を汚さない用具 山内 清玄

岐阜県機械金属協会長賞 サバイバルツール 長谷川刃物㈱ 洋ばさみ やおき工業㈱ カミソリ(一般用・事務用・工業用・医療用) フェザー安全剃刀㈱ かしめ構造を有するポケットナイフ等の刃物類 古田 敏彦 岐阜県機械金属協会長賞 ポンレスくるりんご ㈲タカハシばら園 女性用3枚刃カミソリLadyk-3 カイ インダストリーズ㈱ 草取り兼用の万能鍬 岩佐鉄工所

岐阜県木工連合会長賞 メロディ・メイト重ねベビー 野田産業㈱ ワンタッチで角度の変わる安楽椅子 加廊 健一 ジュニアーデスク 野田産業㈱ らくらく楽座 瀬川 治男 岐阜県木工連合会長賞 吊り下げ絵馬 小瀬 依生 側板斜面階段 森本 栄次 ワンタッチで挟む竹 冨成 進

岐阜県プラスチック工業組合理事長賞 掃除機用粘着ローラー 中家 文夫 本の紙面挟み具（新しい栞） 堀 昇 木柱マット 中尾 藤雄 ケース付はさみ ㈱カネキ刃物製作所 岐阜県プラスチック工業組合理事長賞 若葉マークの育て役 柘植 平雄 コンパクトキッチン用品 川嶋工業㈱ 食卓塩入れ 長尾 吉男

岐阜県食品産業協議会長賞 簡易真空包装器「エァー・アウト」 松本 公正 とうもろこしの身ほぐし具 (資)炭竈刃物製作所 調理用型抜き具 川嶋工業㈱ 蓋立てを取付けた鍋 伊藤 幸三 岐阜県食品産業協議会長賞 電動式コイン収集器(コインパックン) 瀬木 秀俊 魚焼き器 岩佐鉄工所 麦飯石の石鍋・水分の抗菌材料・麦飯石パウダー つげ石材㈱

（社）岐阜県電機工業会長賞 ドリルモーター利用草刈アタッチメント 稲葉 正義 電線ドラム 中洲電機㈱ 泥水排水用ポンプ 朝日興業（株） 自動融雪装置 ㈱車戸建築事務所 （社）岐阜県電機工業会長賞 アジリティ・マシーン 岐阜県立中津川工業高等学校 ペンチ 松村 勇 電機スタンド （株）柿下木材工業所

岐阜県公害防止協会長賞 自動車用ｴﾝｼﾞﾝのﾋﾟｽﾄﾝ上死点探索装置における上死点報知笛 福井 謹七 苗ぷとん、ウィンドカバー、自動給水植木鉢 ㈱赤坂中津川商会 下水処理汚泥を用いてのタイル製法（透水性舗装材） 不二見タイル（株） 法面の格子枠工法 平塚 壽男 岐阜県公害防止協会長賞 スイスイちりとり 大塚 栄一 球状活性炭入防音壁 八幡化学工業㈱ 節水蛇口 肘井 真二

（社）発明協会岐阜県支部長賞 U宇溝吊機 曽我 喜平 定量排水菅を備えた粉末洗剤箱 土屋 芳子 回転式油さし（ローラチェーン用） 中家 文夫 大理石複合パネル 関ケ原石材㈱

年 度 出品物の名称 受賞者 出品物の名称 受賞者 出品物の名称 受賞者

賞 名 出品物の名称 受賞者 出品物の名称 受賞者 出品物の名称 受賞者 出品物の名称 受賞者 出品物の名称 受賞者 文部科学大臣奨励賞 タイヤ空気圧警報システム 太平洋工業㈱ タイヤ空気圧監視装置 太平洋工業(株) 乗物用座席の配列切替装置 天龍工業(株)

科学技術庁長官奨励賞 ロール搬送用組立てパレット 岐阜プラスチック工業㈱ 送電線の架線工事用金具 ㈱ユタカコンサルタント パズルタワー 富士変速機㈱ ICカード用プリント配線基板 イビデン（株） 油圧緩衝器の減衰力調整構造 カヤバ工業㈱自動車技術研究所 特許庁長官奨励賞 トンネルインバート工事用移動桟橋 岐阜工業㈱ 鉄筋の組立・配筋装置 岐阜工業(株) トンネル用コンクリートの振動装置 岐阜工業(株)

特許庁長官奨励賞 索道の受索装置 ㈱ユタカコンサルタント マイクロコンピュータの暴走防止回路 太平洋工業㈱ 複層タイヤ 中濃タイヤ産業㈱ 電線の延線方法及び延線装置 （株）ユタカコンサルタント フルオートバランサー ㈱ナガセインテグレックス 中部経済産業局長賞 眼科手術用ガイド付鎗状刃 フェザー安全剃刀㈱ 草刈機等の作業機の制御装置 カヤバ工業(株)岐阜南工場 タイヤ空気圧監視システム 太平洋工業(株)

中部通商産業局長賞 格子状建材等の量産化 常盤産業㈱ コンテナの側蓋の開閉構造 岐阜プラスチック工業㈱ プラスチックPGA（ﾋﾟﾝ･ｸﾞﾘｯﾄﾞ・ｱﾚｲ） イビデン㈱ コンクリート吹付ロボット 岐阜工業㈱ ダンボール製コンクり一ト型枠 未来工業㈱ （社）発明協会会長奨励賞 ステアリング装置 カヤバ工業㈱岐阜北工場 安全かみそりの首振り機構 フェザー安全剃刀(株〉 エネルギー変換組成物 シーシーアイ(株)

（社）発明協会会長奨励賞 ドリル等の工具の交換チャック 宮川工業㈱ PARICS ユニオンエレックス㈱ 延線張力設定装置 ㈱ユタカコンサルタント 敷物 八幡化学工業（株） ロープ式ケレン装置 岐阜工業㈱ 日本弁理士会会長奨励賞 床ずれが起きにくい介護用マット ㈱アーパス SE構法の構造設計及び加工システム (株)エヌ・シ一・エヌ 家庭用生ごみ処理器「エコボックス」 奥田 正憲

日本弁理士会会長奨励賞 自動車用樹脂ホイールキャップの装飾ホイーリングの外枠加工方法 太平洋工業㈱ 油圧アクティブサスペンシヨンシステム用圧力制御バルブユニット カヤバ工業㈱ テレスコピック型円形スチールフォーム 岐阜工業㈱ モジュールタイプ車いす （株）松永製作所 貯溜槽の取水装置 森松工業㈱ 岐阜県知事賞 低温用熱媒体 ショーワ㈱ 飲料用容器の陳列ラック 棚橋工業(株) パワーステアリング装置 カヤバ工業（株）岐阜北工場

岐阜県知事賞 電動式パワーステアリングシステム カヤバ工業（株）自動車技術研究所 コンタクト消毒器 タニカ電器㈱ 運賃収集装置 ㈱三陽電機製作所 アングルキャリー（台車） 岐阜プラスチック工業（株） 体外循環型肺補助装置 ㈱三陽電機製作所 岐阜県優秀新製品奨励賞 間伐小径木材による木レンガ連続一体工法 酒井 巧 ブレード形ヒューズ 太平洋精工(株) コンセント取付システム 未来工業(株)

ハイルバーT ㈱トーカイ 塗装給排気装置におけるフアン駆動の制御方法および装置 ㈱常盤電機 圧縮機の能力制御弁 太平洋工業（株） 自動車のパワーステアリング用ベーンポンプ カヤバ工業（株）岐阜北工場 高性能大型ジルコニアセッター NGKアドレック㈱ 岐阜県議会議長賞 ロータリーフィーダ クマクラ工業㈱ 調理用トング 川嶋工業(株) リムロック2000 (株)ユタカ電子製作所

遠赤外線を発する面状発熱体を取り付けた鋼製型枠 岐阜工業㈱ 配線フロアシステム 未来工業㈱ セラミック焼成用支柱付棚板 NGKアドレック㈱ バス用湯沸し器 （株）三陽電機製作所 調理器セット 川嶋工業㈱ 岐阜県市長会長賞 座席および椅子のクッション 天龍工業㈱ 車乗り降り補助具 和田工業(株) 熱媒体組成物及びその組成物の循環装置における酸化防止剤の供給方法 ショーワ(株)

岐阜県議会議長賞 炭素灯治療器 イビデン㈱ 編成品の製造方法 大福製紙㈱ 椎茸の菌培養容器 岐阜プラスチック工業㈱ コンタクトレンズ消毒器 タニカ電器（株） シューチェーン式延線装置 ㈱ユタカコンサルタント （社）発明協会岐阜県支部長賞 ヒューズ素子及びヒューズ取付装置 太平洋精工㈱ ポイントリムーバー 中洲電機(株〉 管材 太平洋精工(株)

岐阜県市長会長賞 管用連結装置 未来工業㈱ 燃焼器具用変圧器 ㈱三陽電機製作所 バックミラー装置 藤井 貢 強化プラスチック巻芯 天龍工業（株） 方向可変座席 天龍工業㈱ 岐阜県町村会長賞 立体形状金属筋骨材を用いた耐震コンクリート IDEA一特許技術研究開発 林幸典 立ち上がり補助具 天龍工業(株) 苔シート利用省管理型屋上緑化システム 三野道路(株)

岐阜市長賞 駅名表示器 ㈱三陽電機製作所 病変模型とその製造方法 岐阜盲学校理療科 気水分離装置 森松工業㈱ 陳列棚 棚橋工業（株） ネオン変圧器用コネクタ ㈱三陽電機製作所 岐阜県商工会議所連合会長賞 スキージドレッサーSD-1000 ㈱ミノグループ美並工場 ロータリーフィーダー（改良型）を組み入れた粉体輸送装置 クマクラエ業(株) 理容用レザー「プレーナ」 フェザー安全剃刀(株)

大垣市長賞 建築物における屋根面の融雪方法及び装置 車戸 徳蔵 ブロアモータ用抵抗器 太平洋精工㈱ 折りたたみ式歩行車 ㈱松永製作所 クロスフローファンのケーシング 太平洋工業（株） 浴槽用フロート自動止水栓 華井 幸雄 (財)中部科学技術センター会長賞 通信機能付自動販売機(IT自販機) 未来精工㈱ 薬剤吸入器 沢田 英夫 白菜等の種蒔き器 岩佐鉄工所(株)

高山市長賞 マット状運搬車 中家 文夫 足裏刺激用健康保持具 新栄木工 浮輪用標示旗 中家 文夫 自動車の自力昇降格納装置 小瀬 依生 タイヤ焼却装置 ㈲野末製作所 中部日本弁理士倶楽部幹事長賞 チューブ材搬出区分け装置 中洲電機㈱ 自動車用オイルフィルターカッター 長谷川刃物(株) スプーン専科つぼみ鉢 伊藤 豊比古

多治見市長賞 法面等の防護及び緑化工事用植生マット ㈱飛鳥工務店岐阜営業所 穴明きV字形こて 竹腰 久仁雄 寝たままで用が足せる寝台 福井 史郎 電気湯沸し器 タニカ電器（株） 回転式反射表示装置 藤井 敏夫 岐阜県繊維協会長賞 フリーアーム快適ジャケット 村瀬 章夫 分別折りたたみ容器 ミキファッション 松本好明 2本指型ストッキング 下田 優

関市長賞 簡易より線機 中洲電機㈱ ケーブル配線用コネクタの接続装置 岐阜関工業㈲ トラベルキット 貝印カミソリ工業㈱ Can to Can 川嶋工業（株） フェザーFⅡ電動レザー フェザー安全剃刀㈱ 岐阜県陶磁器工業協同組合連合会理事長賞 軽い陶器 三野道路㈱ 機能性陶器 軽い陶器研究 コンクリート壁の施工方法 森本 茂生

中津川市長賞 幼児用安全はさみ ㈲ウカイ利器 ホールソー用中心位置決め装置 渡辺 精二 生コンクリートの自在供給装置 池田英・洞田一市 健康カンつぶし 伝村 純一 上下調整付指圧付健康枕 大坪 三郎 岐阜県紙業連合会長賞 くすり飲用ステッカーシール 藤野 和久 印刷版用ｽｸﾘｰﾝに対する乳剤膜積層ﾌｨﾙﾑ貼着装置 (株)ミノグループ美並工場 HB香料インク (株)ミノグル一プ資材事業部

美濃市長賞 斜行カートリッジとホルダー 石田 石根 セラミック加工を施したコンクリート型枠 岐阜工業㈱ スケール 金山住建 スタイリングレザー フェザー安全剃刀（株） 太陽の時圏を示す糸を備えた天球儀 尾藤 英彦 岐阜県機械金属協会長賞 組み立て式ゴミ箱 原 茂 女性用３枚刃ｶﾐｿﾘ ﾉｸﾞｾﾞﾏﾄﾘﾌﾟﾞﾙﾌﾞﾚｰﾄﾞ カイ インダストリーズ(株) 装飾体 華陽技研工業(株)

瑞浪市長賞 椎茸原木の穴あけ機 小栗 久男 タイル整形機 工藤 松夫 アシスタントロボット 工藤 松夫 簡単に出来る畳の焼き穴修理法 島崎 久男 顕微鏡試料1/1000mm薄片切断機 工藤 松夫 岐阜県木工連合会長賞 動力草刈機刃改良型 野村 欣市 ゴムの木廃材を活用した成型合板 (株)郡上合板 斜面用腰掛けA 山内 清玄

羽島市長賞 自動車座席用クッション 河村 金次郎 S.B.カーペットタイル 長谷虎紡績㈱ ハイルバーT(手術用ガウン他) ㈱トーカイ 会話表示付きメガネ 伊藤 勝也 パイル編み地用丸編み機 ㈲織竹 岐阜県プラスチック工業組合理事長賞 3枚刃カミソリ K-3 SR カイ インダストリーズ㈱ ワンハンドトレー (有)アサヒ化成 カミソリハンドル カイ インダストリーズ(株)

恵那市長賞 遠赤メッシュプレート 水野 鎭夫 音声発生機能付靴拭マット ㈱トーカイ 自転車安定立器 小椋善之・松原普司 グランド草取り機 山内 保 脱出口付ドア 中家 文夫 岐阜県食品産業協議会長賞 マルチの回転穴開け器 岩佐鉄工所 岩佐勝二 玄米黒酢せっけん (株)セブンセイレイ 錠剤分離機(パラスター) 中洲電機(株)

美濃加茂市長賞 プレス加工に於ける加工製品取り出し装置 ㈱飯島製作所 すき鋏 石田 石根 ガードポール 藤井 敏夫 簡便車椅子 田口 滉 ロープ端掛け止め具 後藤 豊司 岐阜県環境推進協会長賞 ウォータークリーン 八幡化学工業（株） 結束装置(扇子型・パンタグラフ型) 岐阜県立中津川工業高等学校 防臭除臭折りたたみ壁カーテン 酒井巧 ㈲飛騨ﾌｧｸﾄﾘｰ

土岐市長賞 押し入れ乾燥装置“除湿ん番” 野村 芳伸 舗装路面融雪システム ㈱車戸建築事務所 正しい姿勢で座れる椅子 後藤 豊司 マグネット付きガスヌキハンマー 藤野 和久 掛軸及びその製造方法 ㈱三幸 （社）岐阜県電機工業会長賞 簡易アシスト自転車 岐阜県立中津川工業高等学校 e--BOX(マルチ電源装置) 高木 悠多 ブルーベリーフロア (株)トーカイ

各務原市長賞 都市間交通(バス)用座席 天龍工業㈱ ねたきり老人用脱湿脱臭マットおよび布団 ㈱常盤電機 都市間交通(長距離バス)用座席 天龍工業㈱ 日本家屋用避難梯子 岩佐 貢 点滅灯埋め込み夜光タスキ 峰尾 義一

可児市長賞 時計ストップウォッチ付スキーストック 田中 識光 通報装置EM3A ㈱サンライズ技研 鳥害防止具 冨成 進 溶融アルミニウム中の不純物除去フィルター NGKアドレック㈱ 鳥害防止具 富成 進

岐阜県町村会長賞 クリップレンチ補力パイプと保持装置 山田 保彦 車椅子の手動ブレーキ装置 ㈱松永製作所 粘着テープカッター 臼井 信夫 四肢マヒ者の為のページターナー 上村 数洋 手動・電動・上下式フルリクライニング車いす ㈱松永製作所 出品物の名称 受賞者 出品物の名称 受賞者 出品物の名称 受賞者

岐阜県商工会議所連合会長賞 杓子と鍋フタ置き 村井 茂 眼がねくもり防止具 加藤 昭二郎 鼓膜切開用替刃メス フェザー安全剃刀㈱ 階段を昇れる手押し運搬車 後藤 豊司 UVカットガラスコーティングシステム ㈱トーカイ 文部科学大臣奨励賞 カーエアコン用ホットガス切換弁 太平洋工業(株) 電動流量制御弁 太平洋工業(株) 車高調整装置 KYB(株)

(財)中部科学技術センター会長賞 子供用補助椅子 河本 英雄 寝袋兼用ザック 仙波 正 蒸気潜熱工法 ㈱車戸建築事務所 コンクリート製品 清水 吉信 ボイラコントローラの電話回線を利用した通信システム 太平洋工業㈱ 特許庁長官奨励賞 流量制御弁 カヤバ工業(株) フロントフォーク KYB(株) ドアストッパー 桐生 達夫

中部日本弁理士倶楽部幹事長賞 消灯確認ミラー 藤井 敏夫 温度差エンジン 伊藤 勝也 緊急脱出用ハンマー ㈱北 正 コンクリート圧縮試験用供試体の成型型枠臆部材及その押圧具 ㈱レミックマルハチ ヘアーブラシの毛くず取り具 本田 靖二 中部経済産業局長賞 箱抜型枠伸縮型セントル 岐阜工業(株) 回転ローラ付安全かみそりMR3 フェザー安全剃刀(株) 輸送装置 クマクラ工業(株)

岐阜県繊維協会長賞 座椅子兼用手さげ袋 松本秀一・松本正子 単環すくいミシン 吉田 光男 ミシンにおける布案内装置 長野 一正 酵素洗浄システム （株）トーカイ あぐらが楽にかける座蒲団 高橋 冨美雄 （社）発明協会会長奨励賞 眼科用メス緑内障ナイフ フェザー安全剃刀(株) トンネル改修用プロテクター 岐阜工業(株) 健康食品 中日本カプセル(株)

岐阜県陶磁器工業協同組合連合会理事長賞 陶磁製品による液体急速ろ過装置 大澤 哲 メカパネ玄関収納 イビデン㈱ 粘土切り器 加木屋二貴雄 産廃ガラスを使った舗装工事 三野道路（株） ガラスを使った舗装見本 三野道路㈱ 日本弁理士会会長奨励賞 防音排水管「音ナイン」　 シーシーアイ(株) シャワーノズル ㈲田中金属製作所 トンネル用コンクリート打設装置 岐阜工業(株)

岐阜県紙業連合会長賞 書画の複製方法 ㈱中島美術・西脇貞子 色付和紙の製造方法 井川 春光 擾水吸油紙 池田 英 保冷・保温段ボール ㈲大長紙器工業所 トイレットペーバー湿潤装置 野田 茂満 岐阜県知事賞 OAフロァパネル 未来工業(株) 立ち上がり補助椅子 天龍工業(株) MR3neo替刃カートリッジ フェザー安全剃刀(株)

岐阜県機械金属協会長賞 理容用レザー(AE) フェザー安全剃刀㈱・フェザー工業（株） 安全カミソリホルダー フエザー安全剃刀㈱ 昇降式カウンター台 棚橋工業㈱ NKSカッターⅢ 中州電機（株） パソコンのプリント端子を利用したﾒｶﾄﾛﾆｸｽ教材 山内 健治 岐阜県優秀新製品奨励賞 袋縫い用具 大野 佳秀 エアコン冷媒管用保護カバー 未来工業(株) ホイールキャップ及びその製造方法 太平洋工業(株)

岐阜県木工連合会長賞 電気炊飯器の改善について 加藤 昭二郎 モクハウスシリーズ 川嶋工業㈱ 下部気密装置付きドアー 河本 英雄 ディスプレイ・スタンド 生活工芸館あとりえ夢居 文化住宅用避難梯子 岩佐 貢 岐阜県議会議長賞 エアー太陽熱集熱器 (株)ハイビックス ロータリーフィーダ クマクラ工業(株) 折り畳み座席 天龍工業(株)

岐阜県プラスチック工業組合理事長賞 シルバーストーン加工のフライパン・鍋に傷をつけない調理器具 川嶋工業㈱ 椅子カバーの張り付け機 田中ビニール工業㈱ 外面波付管 未来工業㈱ カミソリ カイ インダストリ一ズ㈱ 日曜大工で容易なレンガ積施工法 日新科学研究所・㈲ﾌﾞﾘｯｸﾏﾝ 岐阜県市長会長賞 女性用システムかみそりマーメイド フェザー安全剃刀(株) 輸送装置 クマクラ工業(株) 押出部付き皮膚採取具 カイ インダストリーズ(株)

岐阜県食品産業協議会長賞 甘橘類の皮むき用鋏 丸章工業㈱・長谷川泰久 簡易山芋掘り機 島崎 久男 スポンジケーキの切断補助具 川嶋工業㈱ ボカシ 環境浄化を進める会 桃の種子抜きナイフ 島崎 久男 （社）発明協会岐阜県支部長賞 テーブル 雑賀 俊夫 加工物の浮き上り防止機構付ロ金 近藤 勇 パラスターN-2C 中洲電機(株)

（社）岐阜県電機工業会長賞 送出し装置 岐阜関工業㈱ 配線指示装置 中洲電機㈱ 配線ダクト加工機 中州電機㈱ スケジュール表示装置 藤井 貢 撚り線形成装置 中洲電機㈱ 岐阜県町村会長賞 カラスと知恵比べ(ゴミ対策) 岐阜県立城北高等学校 林将英 42Vヒューズ 太平洋精工(株) ドアストッパー 弓谷 三男

岐阜県公害防止協会長賞 山地用階段 天龍工業㈱日新産業科学研究所 気泡振動浴槽 日本超音波工業㈱ 車庫用車止め 日新科学研究所 TMC式除鉄装置 ㈱東海興産 ディーゼル車における排ガス浄化装置 共立紡機㈱ 岐阜県商工会議所連合会長賞 熱交換器 太平洋精工(株) 多面体式免災住宅(バリア)のモデル キミドリ建築/World Window 自動車用ヒューズ 太平洋精工(株)

（社）発明協会岐阜県支部長賞 デジタル表示得点板 渡辺 利久 ガードレールの衝撃緩和装置 藤井 敏夫 屋根足場安全金具 島崎 久男 変速をせずに少ない力で走れる自転車ペダル 中家 文夫 建築物の排煙風道 ㈱車戸建築事務所 (財)中部科学技術センター会長賞 生ゴミ処理装置 クマクラ工業(株) 消火設備用不凍剤組成物 ショーワ(株) 建築設備資材の流通システム 未来工業(株)

中部日本弁理士倶楽部幹事長賞 スーパー浄素(顆粒タイプ) ショーワ(株) 抗アレルギー健康食品 シーシーアイ(株) ツーウェイモップ (株)トーカイ

岐阜県繊維協会長賞 間伐材併用補強土 天龍工業(株) ごろ寝まくら 山内 清玄 買い物カゴ ㈲アイベックス 松本好明

岐阜県陶磁器工業協同組合連合会理事長賞 瞬間を撮るカメラ 岐阜県立中津川工業高等学校 女性用3枚刃カミソリ カイ インダストリーズ(株) フレックラム トグルクランプ ㈲西村プレス工業所

岐阜県紙業連合会長賞 飲用容器結露防止カバー 春田 要一 ロールペーパー切断器 成木 有彦 画用紙展示用台紙 ピジヨン(株)

岐阜県機械金属協会長賞 4枚刃カミソリ カイ インダストリーズ(株) セーフティメス カイ インダストリーズ(株) スライド式測定治具 友光測範(株)

岐阜県木工連合会長賞 角度自在面取りカンナ (株)金山住建 パソコンラック 雑賀 俊夫 支え手不要スパナ 下田 優

岐阜県プラスチック工業組合理事長賞 PETボトル収縮機 平和メディク(株) スウィーパー (株)トーカイ 正多面体とダ・ヴィンチの星 加藤 嘉雄

岐阜県食品産業協議会長賞 機械用ドア 中洲電機(株) 長芋を拍子木りに切るまな板 高安 福松 生ゴミ処理装置 クマクラ工業(株)

岐阜県環境推進協会長賞 給水パイプ(フラワーストロー) 酒井巧　㈲キ・ブロック とるめ～る ㈲シーエス 側溝等の蓋上げ 桐生 達夫
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