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地区 賞 会社名 事業場名 発表者 発表テーマ (敬称略）

東京 優秀改善賞 サンデン株式会社 赤城事業所 ＶＳ事業工場 関根  勇治 やりにくい作業改善によるGHライン工数生産性追求

東京 優秀改善賞 パナソニック電工朝日株式会社 宮崎  健治 プレス工場のお客様満足度向上とＴＰＭ活動

東京 優秀改善賞 ＰＳジャパン株式会社 市原工場 沼田  知樹 ペレット空送系粉抜き作業の改善

東京 優秀改善賞 富士フイルムフォトマニュファクチャリング株式会社 山田  良右 富士ドライケム（FDC）外装機の実働率アップ

東京 奨励賞 旭化成ケミカルズ株式会社 川崎製造所 甲斐  広二   近藤  真央 最強の製造現場を目指した7年の軌跡と我々のステップアップ

東京 奨励賞 鴻池運輸株式会社 東日本支店 渋川営業所 早川  公大 D･Eライン パーフェクトベア 自主保全による突発故障撲滅

東京 奨励賞 サンデン株式会社 八斗島事業所 コンプレッサー事業工場 橋本  隼人   河原  健将 仕上げラインの生産性向上 ～置き去りにされた問題解決に挑戦～

東京 奨励賞 サントリープロダクツ株式会社 榛名工場 藤原  一弥 プリフォームシュート・アンスクランブラー停止削減

中部 優秀改善賞 アイシン精機 株式会社 新川工場 中根  浩一 『広い視野』を持って常に改善し続ける集団へ！ ～からくり改善で飛躍した3年間の歩み～

中部 優秀改善賞 アイシン高丘 株式会社 吉良工場 宮武  良輔 K-2 ライン 「錘取り異常停止ゼロ」への取り組み

中部 優秀改善賞 愛知製鋼 株式会社 永井  健太 鉄粉による電極折損防止と炉上作業レス

中部 優秀改善賞 オスラム・メルコ 株式会社 掛川工場 鈴木  慎吾 BB3ライン  品質レベル・ワンランクアップ活動

中部 優秀改善賞 JX日鉱日石エネルギー 株式会社 知多製造所 平良  智之 知恵と工夫で「トラブル」なくせ！ ～自ら掴んだ安全職場!! ～

中部 優秀改善賞 株式会社 デンソー 機能品事業部 紙野  一仁 世界をリードする高設備総合効率№1ラインを目指して

中部 優秀改善賞 株式会社 デンソー 西尾製作所 半田  敦稔　 モノづくりの心で今までの当たり前を変えた金型予防保全活動

中部 優秀改善賞 豊田合成 株式会社 平和町工場　オプトE事業部　 近藤  真治 マスクアライナー装置 精度向上

中部 優秀改善賞 トヨタ自動車 株式会社 三好工場 胡中  一賢 粉洩れを止め、大切な設備と資源を守れ！ 製造と保全が一丸となったＴＰＭ活動

中部 優秀改善賞 ヤマハ発動機 株式会社 生産本部 福沢  淳平 補給量ワースト1からの脱却

中部 奨励賞 小島プレス工業 株式会社 高岡工場 西田  大志  近藤  昌佳 1300トン成形機 設備総合効率向上

中部 奨励賞 大同特殊鋼　株式会社 知多工場 松本  亮太 設備のあるべき姿を目指して

中部 奨励賞 大和化成工業 株式会社 鈴木  祐子  鷹巣  晃寛 金型洗浄作業のロス低減

中部 奨励賞 トヨタ自動車 株式会社 堤工場 我妻  健治 『目指せ！ 保全作業の自工程完結』

中部 奨励賞 トヨタ車体 株式会社 いなべ工場 柴田  貴史 自動塗装機シェーピングノズル整備不良ゼロへの挑戦

中部 奨励賞 トヨタ車体 株式会社 富士松工場 夏目  篤志 高周波誘導加熱装置オーバーヒート異常 ｢故障ゼロ」

中部 奨励賞 日立金属 株式会社 桑名工場 浜田  喜久治 不具合発見！ 微弱電力計製作による鋳造ライン予知保全の確立
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地区 賞 会社名 事業場名 発表者 発表テーマ (敬称略）

中部 奨励賞 プラマック 株式会社 南工場 林   浩平  天願  日出海 粉塵飛散対策

中部 奨励賞 株式会社 フレックスキャンパス 本社工場 柴田  英治 ロス低減！廃却ロスを無くせ！ 73122-67H00ヤケ不良低減

中部 奨励賞 ヤマハ発動機 株式会社 生産本部 飯尾  佳正 歯車ものづくり再編

北陸 優秀改善賞 アイシン軽金属株式会社 土肥  直敏   伊藤   満 シリンダーヘッドカバー　トルク異常「0」への挑戦

北陸 優秀改善賞 コマニー株式会社 高田  宗樹 塗装技術を最大限に駆使して、これまで実現できなかったF30色の1コート化実現への挑戦

北陸 奨励賞 三菱レイヨン株式会社 富山事業所 長谷川  裕一 自主保全による真空ポンプトラブルの未然防止

関西 優秀改善賞 積水化学工業 株式会社 岡山積水工業（株） 柳井  一夫 ゼットロン慢性不良ゼロ化への挑戦

関西 優秀改善賞 パナソニック電工 株式会社 電器事業本部 森   真喜子 医療分野に役立つTPM活動と私

関西 奨励賞 菱江産業 株式会社 上坂製造所 大北  みゆき PA-1号段替え短縮・「女性段替え作業推進」

中国・四国優秀改善賞 カルビー株式会社 西日本事業本部 広島西工場 荒木  拓也 フライ清掃時間の短縮

中国・四国優秀改善賞 マツダ株式会社 本社工場 第2パワートレイン製造部 秋山  諒子 失敗をおそれず挑戦しよう！  みんなで学んだロスゼロ活動!!

中国・四国奨励賞 ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社 水島製油所 川西  裕久 ｵﾝﾗｲﾝｱﾅﾗｲｻﾞｰの測定精度向上の取組み～（活動事例）1GD DS-HCN硫黄計の精度向上～

中国・四国奨励賞 株式会社セラテック 愛媛工場 安場  和則 異物混入ゼロへの挑戦

西日本 優秀改善賞 三和酒類株式会社 本社工場 相川  智恵美  松山  亜由美 パックラインダイエットプロジェクト　～職場のゆとりづくりへ向けて～

西日本 優秀改善賞 TOTO株式会社 衛陶生産本部 小倉衛陶製造部 平野  淳一 衛生陶器成形ラインの生産性向上

西日本 優秀改善賞 日立造船株式会社 有明工場 庄山  輝行 鋼板切断時のハンドリングロスの削減

西日本 優秀改善賞 YKK AP株式会社 九州事業所 小迫  智恵 うさぎ追いセル生産による生産性向上

西日本 奨励賞 トヨタ自動車九州株式会社 宮田工場 山本  竜也 エンジンコンパートメント溶接工程の設備故障低減活動

西日本 奨励賞 パンパシフィック・カッパー株式会社 佐賀関製錬所 成松  朋紀 カラミ選鉱 試薬添加の改善


