
(敬称略）

氏名 会社名 役職

2009年度 鈴木　聡 ㈱アスカ・アイテック 営業部CE技師

武田　勝彦 ㈱いそのボデー 車両製作事業部 係長

高橋　豊克 イワフジ工業㈱ 開発部ﾒｶｸﾞﾙ-ﾌﾟ 課長

藤井　久義 京成自動車工業㈱ 資材課係長

中村　浩二 ㈱竹内ボデー工場 製造部工場長

新帯　活佑 名古屋ボデー㈱ 顧問

竹内　紀之 ㈱浜名ワークス 製造部塗料宋ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

小室　智義 不二自動車工業㈱ 工務課班長

近藤　貴博 ㈱瑞穂 技術部課長

府川　孝佳 山田車体工業㈱ 製造部部長

2010年度 甲斐　貞徳 ㈱イズミ車体製作所 電装課技術顧問

橘　誠一 ㈱オーテックジャパン 品質保証本部ｻｰﾋﾞｽ部ｻｰﾋﾞｽｸﾞﾙｰﾌﾟ

藤本　隆弘 ㈱相模ボデー 営業部課長

佐々木　学 自動車精工㈱ 製造部部品工作課

青木　勝司 須河車体㈱ 製造本部車体製造部長

丹羽　一生 ㈱東海特装車 営業企画部営業開発室主担当員

斉藤　均 日本フルハーフ㈱ 製造部ﾄﾞﾗｲ製造ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

長屋　秀樹 不二自動車工業㈱ 製造部大型ｸﾞﾙｰﾌﾟ班長

岡本　秀之 三菱ふそうバス製造㈱ 工作部組立課艤装係長

藤田　富雄 名空自動車㈱ 架装班長

2011年度 比嘉　鉄雄 ㈱イズミ車体製作所 品質保証部部長

石川　永雄 ㈱ｲﾉｱｯｸｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 自動車関連製造部製造ｸﾞﾙｰﾌﾟ第1製造

平林　久雄 ㈱ｵｰﾄﾜｰｸｽ京都 ｺﾝﾊﾞｰｼｮﾝ事業部技術・設計ｸﾞﾙｰﾌﾟ課長

鈴木　一徳 須河車体㈱ 車体製造部管理・購買ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ

榎本　奈智 ㈱竹内ボデー工場 製造部電装班班長

難波　治 ㈱東海特装車 技術員室ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

大西　基裕 日本フルハーフ㈱ 中小型温度管理車製造ｸﾞﾙｰﾌﾟﾁｰﾑﾘｰﾀﾞｰ

若尾　毅 日立ｷｬﾋﾟﾀﾙｵｰﾄﾘｰｽ㈱ ﾊﾞﾝｴﾘｰﾌｧｸﾄﾘ岐阜事業所

土井　貢 三菱ふそうバス製造㈱ 工作部検査課主任

松嶋　豊 ヤナセテック㈱ 伊勢原事業部生産部課長

伊藤　武裕 ㈱矢野特殊自動車 ﾀﾝｸﾛｰﾘ事業部製造部架装課班長

2012年度 多保田　剛 ジェイ・バス㈱ 小松開発設計部先行ｸﾞﾙｰﾌﾟ ｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ

西井　准 ㈱竹内ボデー工場 製造部鈑金班主任

碓井　裕之 司工業㈱ 営業部長

山口　浩二 ㈱東海特装車 営業企画部企画室主担当員

田中　康雄 東京特殊車体㈱ 製造部製造担当課長

角田　裕次 東邦車輛㈱ 生産部横浜製造課長

湊　剣一 ㈱花見台自動車 組立係長

古川　正則 浜名ワークス㈱ サービス部次長

南　正二 細谷車体工業㈱ 八千代工場副工場長

郡　耕造 四日市車体工業㈱ 製造係長

戸口　勝利 ㈱オージ 技術部部長

河合　滋樹 ゴールドキング㈱ 技術部課長

過去の車体工業会優良従業員表彰者 
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2013年度 斉藤　司 ㈱アスカ･アイテック 工場長

小檜山　輝樹 いすゞ車体㈱ 商品開発部部長

小川　政末 ㈱イズミ車体製作所 製造２課部品グループ班長

天田　芳郎 北関東自動車工業㈱ 工場長

小柴　克人 京成自動車工業㈱ 生産管理部生産二課艤装鈑金班長

中根　邦夫 新明工業㈱ 車両特装事業部品質保証部品質保証室長

雨宮　圭一 須河車体㈱ 第一製造部次長

志津川　真一 トーハツ㈱ 防災営業部防災課長

飯園　雄二 ㈱トノックス 技術部長

山本　哲也 ㈱トランテックス 部品・サービス部長

新渡戸　正行 日本フルハーフ㈱ 開発部研究実験グループ組長

萩原　康寛 ㈱エスワイエス 樹脂課グループリーダー

近藤　博文 大和塗料販売㈱ 物流部業務グループ　グループ長

2014年度 安達　敬正 ㈱アイビックス 工場長

神田　勝一 ㈱イズミ車体製作所 製造部製造2課 技術顧問

桑澤　克彦 トーハツ㈱ 消防車プロジェクト室

木川田　一吉 ㈱トノックス 品質保証部 次長

平林　良一 トヨタテクノクラフト㈱ 参与 品質統括部 部長

澤口　耕 ㈱トランテックス 営業本部 東京支社 支社長

伊藤　和裕 ㈱矢野特殊自動車 タンクローリ事業部架装課 班長

早矢仕　庸仁 天龍工業㈱ 事業企画部 参与

2015年度 金本　康裕 ジェイ・バス㈱ 生産技術部環境計画 グループリーダー
国本　　昇 須河車体㈱ 第一製造部車体生産第二グループ マネージャー
須賀　秀治 司工業㈱ 営業部 部長
土持　里秀 日本フルハーフ㈱ 技術部工務グループ 組長
今井　　亨 日本リフト㈱ 工場長
小林　明夫 ヤナセテック㈱ 生産部 次長
白石　通治 ㈱矢野特殊自動車 バン車事業部特装技術部 参事
飛澤　裕大 泰平電機㈱ 生産部製造課 班長
鳥越　光暁 ㈱レゾナント・システムズ インスツルメント部 部長
宮田　達哉 ㈱レニアス 生産本部生産設計Group 上級技師

2016年度 吉田　豊仁 ㈱イズミ車体製作所 製造部塗装課　課長
草間　亮一 ㈱犬塚製作所 技術部　副部長
遠藤　嘉昭 岐阜車体工業㈱ 工場技術部生産技術室
渡来　隆幸 京成自動車工業㈱ 製造部製造三課　課長
山下　　悟 コーワテック㈱ 製造部　部長
関根　健一 自動車精工㈱ 設計部　部長代理
菊地　正洋 ㈱竹内ボデー工場 製造部電装班　班長
樋口　健二 中京車体工業㈱ 製造部　次長
村田　　真 ㈱トーヨートレーラー 品質保証グループ　グループリーダー
田村　正志 ㈱トノックス 計装システム事業部　課長
武田　雅浩 ㈱トランテックス 製造部　部長
川内　直也 ㈱五光製作所 品質保証部　部長
鈴木　章仁 泰平電機㈱ 生産部生産管理課　係長
森田　泰成 天龍工業㈱ 技術部　部長


