
“からくり改善”作品が集結

「からくり改善」「TPM」は公益社団法人 日本プラントメンテナンス協会の登録商標です。

「からくり改善○R」とは…
「メカニズムは単純シンプル」で故障･トラブル時の対応がしやすいこと
物の重力、ゼンマイ、テコ、カム、光、糸、紐、歯車などが駆使されているもの

「お金をかけない」改善であること
小額な材料費と少ない動力でつくられている

現場における3ム　　　　　　　 を退治した「作業改善」であること

その結果品質向上、生産性向上、故障低減、保全性向上、点検が容易、物流効率向上、
安全性向上などの大きな成果が得られた改善であること

公益社団法人 日本プラントメンテナンス協会
Japan Institute of Plant Maintenance

ムリ ムダ ムラ

からくり改善くふう展

Special Event（予告）

会場風景会場風景

2016年金賞作品（コベルコ建機様）2016年金賞作品（コベルコ建機様）2016年最優秀からくり改善賞（トヨタ車体様）2016年最優秀からくり改善賞（トヨタ車体様）（芝浦工業大学　津村豊治名誉教授による）

現場の想いを現場の技術で形にした“からくり改善”作品を展示。
現場の言葉でつたえます!!
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「現場オペレーターが知恵を出し」「手づくり」で製作し、
その結果は「創造性が高く」他の見本となる「楽しい改善」。
下記の条件を満たした改善を「からくり改善」という。

（同時開催）
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9月28日▶29日10：00▶16：30（最終日は16：00まで）

ポートメッセなごや（第3展示館）

アイシン・エィ・ダブリュ　アイシン・エイ・ダブリュ工業　アイシン機工　アイシン軽金属　アイシン精機　アイシン高丘　アイチコーポレーション　アスモ
アルキャスト　アンデン　今仙電機製作所　エクセディ　オートリブ　岡山村田製作所　海洋ゴム　カルソニックカンセイ　キャタピラージャパン　鴻池運輸
神戸製鋼所　小林製薬　コベルコ建機　三五　三五北海道　三光化成　サントリービール　サントリープロダクツ　三福　ジェイテクト
シーヴィテック　CKP　ジヤトコ　SUBARU　住友理工　住理工ファインエラストマー　大信精機　大日本印刷　ダイハツ工業　中勢ゴム
デンソー　デンソートリム　デンソー北海道　東海理化　トヨタ自動車　トヨタ自動車九州　トヨタ自動車東日本　トヨタ自動車北海道　トヨタ車体
豊田自動織機　トヨタ紡織　豊田合成　ナブテスコ　日産自動車　日産自動車九州　日東電工　パナソニック　パナソニック サイクルテック
浜名湖電装　パロマ　日立金属　日乃出ゴム工業　藤森工業　フジモリプラケミカル　古河電気工業　北星ゴム工業　本田技研工業　マツダ
マツダ コスト革新推進部 J -ABCからくり改善道場参画会社　マツダロジスティクス　マルヤスエンジニアリング　三浦工業
三菱自動車工業　ヤマハ発動機　 ヤマハモーターエレクトロニクス　 ヤマハモーターハイドロリックシステム　 ヤマハモーターパワープロダクツ
コベルコ コンストラクション マシナリー ユー・エス・エー　コベルコ・コンストラクション・マシナリー・サウスイースト・アジア　杭州神鋼建設機械
杭州ヤマハ楽器　國瑞汽車股份　成都神鋼建設機械　豊田合成（佛山）汽車部品　豊裕股份　東風汽車　SIAM TOYOTA MANUFACTURING
TG Missouri Corporation　Toyoda Gosei（Thailand)　Toyota Kirloskar Auto Parts Private　Toyota Motor Manufacturing Canada
Toyota Motor Manufacturing Indonesia
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今年も見応えある数多くの作品を展示！！ 98社482作品
旭化成マイクロシステム
宇部興産
サントリープロダクツ
ナブテスコ
日産自動車
日立金属

経済産業省　愛知県（申請中）

遠藤工業　新興技術研究所
トヨタケーラム
日刊工業新聞社
日本生工技研
日本能率協会マネジメントセンター
パトライト　ブロードリーフ
富士フイルムエンジニアリング
oneA

日刊工業新聞社

Ⓡ

手押し台車
コンテスト

過去最多

※事前申込みは9月15日（金）まで
早期割引料金（8月29日（火）まで）

通常料金（8月30日（水）～9月15日（金）および当日受付）

9月16日（土）以降は当日申込みになります（通常料金）

2017
FAX・ホームページ他からの事前申込みは、9月15日（金）まで
です。

・カメラ・スマートフォン・録音機の持込みはご遠慮ください 
・写真撮影、録画、録音は禁止しております 
・見学時は安全にご配慮ください 
・旅行会社・ツアー・団体からの申込みの場合、参加企業社名簿の提出を
　お願いします 
・一部主催者の撮影により、作品見学ができない時間が発生しますので
　ご了承ください 
・8月30日（水）以降にキャンセルはできませんので、ご注意ください 
・参加人数での割引はありません 

2017○R
2017年9月28日（木）～29日（金）

「お願い・お断り」事項を確認し、　　□ 同意する　 □ 同意しない

□ 日本プラントメンテナンス協会会員　　　　　　 □ 日本能率協会法人会員
□ 一　般　　□  学　生

28 29 ※2日間、参加される場合は、2日分の参加料が必要です

単価

E-mail：

@
+ ＝

■免責事項
　天災地変や伝染病の流行、研修会場・輸送等の機関のサービスの停止、官公庁の指示等の小会が管理
できない事由により研修内容の一部変更および中止のために生じたお客様の損害については、小会では
その責任を負いかねます。
■個人情報の取扱いについて
　下記にご記入いただいた個人情報は、小会保有データとして管理させていただきます。また、後日に
小会および小会関連法人によりそれらの商品・サービス・講座等のご案内を送付させていただく場合がござい
ます。小会のプライバシーポリシーに則った安全対策を施し、適切に管理いたします。なお、ご案内の送付
中止、および個人情報の開示・訂正・削除の詳細につきましては、小会のホームページをご参照ください。
■個人情報に関するお問い合わせ先
　公益社団法人 日本プラントメンテナンス協会　http://www.jipm.or.jp/privacy.html

※8/30（水）以降はキャンセルはできません。 ※参加料に昼食代は含まれておりません。
※会員以外の方は、この機会にぜひ当会への入会をご検討ください。

※郵送物の送付停止や宛先変更を希望される場合には、お手数をおかけいたしますが、上記問合わせ先までご連絡くださいますようお願い申しあげます

052-561-5634
E-mail:jigyo@jipm.or.jp



ぜひ、ご参加

作品区分作品名事業場名No.
■アイシン・エィ・ダブリュ株式会社

生産性向上・作業改善組めすぎ三太郎ものづくりセンター1
生産性向上・作業改善【ドカン】と組ん太郎ものづくりセンター2
生産性向上・作業改善DonドンかきあげDonドン供給ものづくりセンター3
生産性向上・作業改善【究極】無動力バランスウエイトものづくりセンター4
生産性向上・作業改善ガチャガチャ、ポンッ！第1工場5
段取り替えらくらく回転台車Ｚ第2工場6
運搬楽々台車第2工場7
生産性向上・作業改善チルバニア ファミリー（自動返却の素敵なシュート）岡崎工場8
生産性向上・作業改善人にやさしい『異品混入守クン』（低推力機構ポカよけカバー）田原工場9
生産性向上・作業改善ギザギザチェッカーズ岡崎東工場10
生産性向上・作業改善箱らくらく投入第二工場蒲郡製造部11

■株式会社シーヴィテック
生産性向上・作業改善スットパー田原本社12

■アイシン機工株式会社
生産性向上・作業改善リピート X（エックス）刈谷工場13

■アイシン・エィ・ダブリュ工業株式会社
工具改善カニカニキャッチャー本社工場14
生産性向上・作業改善ジャッジメント・ゲージ本社工場15

■アイシン軽金属株式会社

（選考中）
1～

3
■アイシン精機株式会社

生産性向上・作業改善磁力式イッパツ君新川工場1
工具改善楽々ポンVer.2新川工場2
生産性向上・作業改善コロ搬台車新川工場3
生産性向上・作業改善BOX LOVER～別れと再開～半田電子工場4
自社開発機器引いて回してクルリンパ工機工場5
安全・環境改善重量物の摺動確認ができる治具工機工場6
チョコ停対策・切粉対策力をためてストライク！！～製品搬送アシスト～西尾ダイカスト工場7
生産性向上・作業改善昇降機構付一方向取出台車安城工場8
安全・環境改善まもゾウ君半田工場9
生産性向上・作業改善からくりねじ切り出し機新豊工場10
その他からくりグリス塗布装置衣浦工場11
その他どーなると？トランプ大整列小川工場12
安全・環境改善からくり木屑BOX試作工場13
その他改善術 使える『かたち』西尾機関工場14

■アイシン高丘株式会社
その他パタンQ～1
工具改善すねぇーく！2
工具改善チューベー☆3
生産性向上・作業改善伸びてもヨカよ！4
安全・環境改善グラス　バード？？5

■株式会社アイチコーポレーション
清掃道具の改善キレイ　キレイ！新治事業所1
生産性向上・作業改善ミニトレーラー新治事業所2
生産性向上・作業改善パッチン君新治事業所3
自社開発機器ロックン　２新治事業所4
自社開発機器載ってって　２新治事業所5
チョコ停対策・切粉対策回って　来いヤー伊勢崎事業所6

■株式会社今仙電機製作所
生産性向上・作業改善aLQ（アルク）名古屋工場1
生産性向上・作業改善ことり岐阜工場2
生産性向上・作業改善ろっとっと岡山工場3

■株式会社エクセディ
生産性向上・作業改善卓上ハンドリフター本社工場1
工具改善クランプちえみ with B本社工場2
生産性向上・作業改善R.E.D（ローリング　エクストラ　ドラムス）上野事業所3
工具改善”I’m Perfect　Cutman（パーフェクトカットマン）”上野事業所4
生産性向上・作業改善不要走路（ブヤオゾウルー）エクセディダイナックス上海5

■オートリブ株式会社
生産性向上・作業改善天秤シューター広島事業所1

■株式会社岡山村田製作所
生産性向上・作業改善世界の果てまで貼ってQ1
安全・環境改善特急 やくも2
生産性向上・作業改善dysian 上昇力の変わらないただ一つの台車3

■カルソニックカンセイ株式会社
自社開発機器フレキシブルがっちゃん児玉工場1
自社開発機器上段（ジョーダン）児玉工場2
自社開発機器載せ替え楽々台児玉工場3
自社開発機器な～がス！児玉工場4

■株式会社CKP
その他私が上に乗りますか！Ver2（CKP作品１：台車立体駐車場Ver2）CKPからくり改善交流会5
段取り替え次はわたしの番ですよ！（CKP作品2：使用部品手元化装置）CKPからくり改善交流会6
運搬任せてください変わりますから！（CKP作品3：目的対応台車）CKPからくり改善交流会7

■キャタピラージャパン合同会社
飛散防止押して引いてパカパカさせる君明石事業所1
チョコ停対策混ぜToTo！明石事業所2
運搬あら！チョットまわるんだ明石事業所3

■鴻池運輸株式会社
その他The best of ベスト武蔵野営業所1
工具改善もう手は叩かない長岡京営業所2
チョコ停対策・切粉対策圧縮エア最後の仕事　with　K長岡京営業所3
清掃道具の改善コンベアと埃の中で大阪みなと営業所4
生産性向上・作業改善やぶれんじゃー山崎営業所5
目で見る管理劣化測定ツール『レッド・シェード』白州水工場営業所6
生産性向上・作業改善挟んで切っ・・・宇治川営業所7
生産性向上・作業改善プッシュオープナー高砂営業所8
生産性向上・作業改善ルブコン高砂営業所9
目で見る管理液漏れ見守り開閉隊犬山営業所10
ワークの払出しギリ★セーフ渋川営業所11
工具改善おい外丸渋川営業所12
自社開発機器苦悶式ギヤソケット「いくモン」神奈川綾瀬営業所13
自社開発機器ベアヌケール神奈川綾瀬営業所14

■小林製薬株式会社
生産性向上・作業改善否はかり良好！大阪工場1
生産性向上・作業改善まじかるセット大阪工場2

■コベルコ建機株式会社
生産性向上・作業改善楽だぞう広島事業所1
生産性向上・作業改善神ってRUN広島事業所2
生産性向上・作業改善入れマンボー広島事業所3
生産性向上・作業改善それいけ！おむすびまん広島事業所4
生産性向上・作業改善沼田ジャンクション広島事業所5
生産性向上・作業改善ローキックで柵を倒せ大垣事業所6
安全・環境改善クルット☆リスタート大垣事業所7
安全・環境改善返却カタパルト大垣事業所8
生産性向上・作業改善３D台車大久保事業所9
清掃道具の改善エアー出シュー大久保事業所10

■成都神鋼建設機械有限公司
生産性向上・作業改善君の名は？神ってる？もどってる？いや、キャバ（CAB）ってるぅ。11

■杭州神鋼建設機械有限公司
生産性向上・作業改善謝さんの宅急便12

■コベルコ・コンストラクション・マシナリー・サウスイースト・アジア
生産性向上・作業改善楽しい台車13

■コベルコ コンストラクション マシナリー ユー・エス・エー
生産性向上・作業改善Pin Installation Fixture14

■株式会社神戸製鋼所
生産性向上・作業改善キャリーギッコンベアー播磨工場15
生産性向上・作業改善ラインクルーザー播磨工場16

■株式会社三五
生産性向上・作業改善来たら巴投げ設備部1
生産性向上・作業改善のび太君からのお届け物設備部2
生産性向上・作業改善ボビンフット八和田山工場3
生産性向上・作業改善そくてんくん福田工場4
生産性向上・作業改善クルクル君とよはし工場5

作品区分作品名事業場名No.
■株式会社三福

生産性向上・作業改善ハッピーターン6
■株式会社三五北海道

生産性向上・作業改善「出～す　ポリだ～」7
■サントリービール株式会社

生産性向上・作業改善一発　シュリン君武蔵野ビール工場1
生産性向上・作業改善瞬缶切太郎武蔵野ビール工場2
安全・環境改善dysyan(ダイシャン)～横転力の掛からない、ただひとつの台車。～京都ビール工場3

■サントリープロダクツ株式会社
生産性向上・作業改善逆襲の台シャア榛名工場1
生産性向上・作業改善一気通缶榛名工場2
生産性向上・作業改善ひとりでワケルモン榛名工場3
生産性向上・作業改善おちないクン羽生工場4
生産性向上・作業改善ブイブイカッターくん2号多摩川工場5
生産性向上・作業改善楽だっちゃ2多摩川工場6
生産性向上・作業改善一人でぬけるもん多摩川工場7
安全・環境改善ガスヌッキ多摩川工場8
生産性向上・作業改善ロータリーフィルターウォッシャー綾瀬工場9
生産性向上・作業改善ロータリーチェンジャー2号機綾瀬工場10
生産性向上・作業改善スカっとベアリンgoo！綾瀬工場11
生産性向上・作業改善スッとせんと綾瀬工場12
生産性向上・作業改善怪傑スパット綾瀬工場13
工具改善かる太郎　パートⅡ綾瀬工場14
工具改善弁座パッキンスッポリ　リボーン綾瀬工場15
清掃道具の改善大事な所拭ける君白州工場16
生産性向上・作業改善リジェクトカート白州工場17
生産性向上・作業改善フィルターろ過男木曽川工場18
生産性向上・作業改善オイレスブッシュ抜き治具木曽川工場19
生産性向上・作業改善アームいらへん君木曽川工場20
生産性向上・作業改善必殺ローリングソバット木曽川工場21
安全・環境改善ローリングサンダー返し木曽川工場22
安全・環境改善ラチェット＆バルブ木曽川工場23
安全・環境改善バルブブロック固定治具木曽川工場24
生産性向上・作業改善楽どすえ宇治川工場25
安全・環境改善危険作業開扉（回避）くん高砂工場26
生産性向上・作業改善くるくるリフター大山水工場27

■株式会社ジェイテクト
生産性向上・作業改善スチールコースター豊橋工場1
生産性向上・作業改善出し入れ不要花園工場2
生産性向上・作業改善シャトル バスケット奈良工場3
生産性向上・作業改善くるりんぱ狭山工場4
生産性向上・作業改善保持器「らくらく」台車香川工場5
生産性向上・作業改善かめくり亀山工場6
生産性向上・作業改善ゆらゆら切出し太郎岡崎工場7
生産性向上・作業改善切り出しくん東京工場8
安全・環境改善Assist 力蔵田戸岬工場9
安全・環境改善ドラム缶自動傾け台車刈谷工場10
安全・環境改善アシストくん徳島工場11
安全・環境改善楽なんです国分工場12

■ジヤトコ株式会社
生産性向上・作業改善かっしゃり戻るCVT工場1
生産性向上・作業改善ながらでシャットCVT工場2
生産性向上・作業改善ドッキングアップCVT工場3
安全・環境改善とっても便利くんCVT工場4
生産性向上・作業改善誰でも一枚CVT工場5
安全・環境改善おちないゾウFF　A／T工場6
生産性向上・作業改善揃え太郎八木工場7
生産性向上・作業改善たてまっせ八木工場8

■株式会社SUBARU
生産性向上・作業改善MBカバー　いってQ産業機器本部1
安全・環境改善オイルトリマー産業機器本部2
安全・環境改善白線マスキング号産業機器本部3
生産性向上・作業改善笠ギヤグルグル産業機器本部4

■住友理工株式会社
生産性向上・作業改善ピン迎にん小牧製作所1
生産性向上・作業改善押す軽君小牧製作所2
生産性向上・作業改善回して　ガッテン！パート２小牧製作所3
安全・環境改善上昇リフター台車のぼる君富士裾野防振製造部4
生産性向上・作業改善カメレオンショット小牧製作所5
生産性向上・作業改善斜面でナイスシュート小牧製作所6
生産性向上・作業改善あっちでＧＯＧＯ！こっちでＧＯ！小牧製作所7
生産性向上・作業改善コロコロターンライト小牧製作所8

■株式会社住理工ファインエラストマー
生産性向上・作業改善楽々補給できる君9

■大日本印刷株式会社
ワークの払出しドラム缶原料抜き取り台DNPファインケミカル1
ワークの払出し一斗缶ラベル貼り台DNPファインケミカル2
ワークの払出し保護シート貼り冶具DNPファインオプトロニクス3
段取り替え受け皿　出てこいや！！DNPイメージングコム4
ワークの払出しラップホルダDNPテクノパック5

■ダイハツ工業株式会社
生産性向上・作業改善タテタテ ヨコヨコ 丸書いて チョン滋賀（竜王）工場1
生産性向上・作業改善ガウ　ガウ　ガウス滋賀（竜王）工場2
生産性向上・作業改善ボアスコープガイド滋賀（竜王）工場3
自社開発機器The　台車滋賀（竜王）工場4
生産性向上・作業改善楽・シューター横綱君本社GPC5
生産性向上・作業改善スライド返還THE鉄腕ロック滋賀２工場6
生産性向上・作業改善楽なん・DNA京都工場7
生産性向上・作業改善パレット変換「楽なんジャ～！」池田工場8

■株式会社デンソー
安全・環境改善オイラの腰楽西尾製作所1
その他”こけやん”台車大安製作所2
自社開発機器LA・LA・ラップ大安製作所3
その他免震台車 ”匠”（拓海）大安製作所4
その他『”静かなる”通い箱シュート』～あくなき無動力化への挑戦～幸田製作所5
安全・環境改善安心・安全・安価　簡易パレットクレーン『もっちー』幸田製作所6
その他フレンドリー ワークショップ西尾製作所7
その他IC（アイシ）て離さない本社8
安全・環境改善持ち上げるんジャー号本社9

■アスモ株式会社
その他これぞ、K点越え！あなたは沙羅を超えられるか？本社 ボディ工場10
その他FUTA昇（ふたのぼる）くん広島工場11

■アンデン株式会社
その他楽々治具替え岡崎工場12
その他楽々段積みくん岡崎工場13
その他楽チン台車岡崎工場14
その他簡単地震対策ロケ岡崎工場15

■浜名湖電装株式会社
安全・環境改善重量物楽々運搬台車本社 製造企画部16

■大信精機株式会社
その他ちぢ～む君本社17
その他添油（そうゆ）本社18

■デンソートリム株式会社
安全・環境改善O・K・R・A・D （Omoi・Karuku・Rakuni・Ageru・Daisya）工機部19

■株式会社デンソー北海道
安全・環境改善「シーソー台車 Be a kid again『SEESAW』」製造部20
その他「PPバンド・パーフェクト・アシスト・パフォーマー『PPAP』」製造部21

■株式会社東海理化
生産性向上・作業改善楽らくシーソー箱換え大口本社1
生産性向上・作業改善楽々くるくるネジ確認！大口本社2
生産性向上・作業改善ピタ・ゴロ・シューター大口本社3
その他えっ！伸びるの？シューター君大口本社4
その他スマート・ターン90°大口本社5

■トヨタ自動車株式会社
生産性向上・作業改善魔法の凹凸生技部門1

作事業場名No.
からくりハンド本社工場2
ピコピコ太郎！生技部門3
いどう　四六（しろ元町工場4
マルチワゴン（台衣浦工場5
からくりシュータ高岡工場6
勝手にStacking生技部門7
押すからあガール生技部門8
PPIK三好工場9
振り分け親方技術部門10
楽ちん！　かめリ堤工場11
いい仕事してます田原工場12
回して抜い太郎下山工場13
クリップ簡単抜き技術部門14
魔法の「抜くPON技術部門15
スプレーノズルの生技部門16
ハイ！一丁明知工場17
ひねり王子　S難度生技部門18
安心・安全・簡単生技部門19
キレたら止まるん元町工場20

■SIAM TOYOTA MANUFACTURING CO
バルブシート供給タイ1

■Toyota Kirloskar Auto Parts Private Ltd
DOCO でーも 台車インド1

■Toyota Motor Manufacturing Canada I
手元に寄ってくるカナダ1
キズに気遣いしまカナダ2

■PT. Toyota Motor Manufacturing Indon
からくりフード搬インドネシア1
楽々搬送からくりインドネシア2
バルブステムエンドキャッインドネシア3

■國瑞汽車股份有限公司
エキパイプ－ヒッ１1台湾

■トヨタ自動車九州株式会社
一筆書き流しシュ1
スプリングシート2

■トヨタ自動車東日本株式会社
ブロックAssy自働大和工場1
来るリンパ東富士工場2
クレーン吊り具装大衡工場3

■トヨタ自動車北海道株式会社
くるくる自在台車苫小牧工場1
ワッシャートリッカ苫小牧工場2
にぎにぎ大将苫小牧工場3
キャップ兄弟（兄苫小牧工場4
キャップ兄弟（弟苫小牧工場5
パンタ君、踏上（苫小牧工場6

■トヨタ車体株式会社
ふるって　ポイ！富士松工場1
貼れる～や富士松工場2
クルリンパ　!!富士松工場3
シーソースライダ富士松工場4
伸びろ天板ラクラ富士松工場5
塗ッ布君富士松工場6
バイコロガールいなべ工場7
ガチャ！ポン！チいなべ工場8
取れるんるんですいなべ工場9
コナーズいなべ工場10
超え・レールいなべ工場11
ThRoUgH（スルいなべ工場12
逸刃・簡　カッターいなべ工場13
メジャー級・押出いなべ工場14
そのまんま引き出いなべ工場15
「くだらない台車いなべ工場16
安芯してください吉原工場17
僕（カセット）勝手吉原工場18
安心ロック吉原工場19
実空台車吉原工場20
ひざかっくん岐阜車体工業（株）21
受け取りました君岐阜車体工業（株）22
落ちない君岐阜車体工業（株）23
黒船（株）キンテック24
ウェルド　ワッシャー東海鉄工（株）25
楽々回転治具RPT26
来て、もどーるSC27
からくりトランスT-TEC28

■トヨタ紡織株式会社
バネかけ名人シート骨格生技部1
ボルト整列しマシユニット部品生技部2
楽セットカット君ＦＰＴ生技部3
Mr.ニードル内外装生技部4
帰ってこいよ！高岡工場5
無動力パーツフィ猿投工場6
段違いカイショー猿投工場7
安全しゃだん機　大口工場8
マジカルターン検大口岐阜工場9
ぐるぐるゴーラン豊橋工場10
回転背もたれ君関東工場11
サーくるん刈谷工場12

■株式会社豊田自動織機
きたぞうさんエンジン事業部 碧南工場1
持ちまる子ちゃんエンジン事業部 碧南工場2
無動力装置　「快エンジン事業部 碧南工場3
天嬢（井）エレベー自動車事業部 長草工場4
自重戦隊シーソー自動車事業部 長草工場5
かんばんpull pu自動車事業部 長草工場6
ブランコ　ブ～ラ自動車事業部 長草工場7
Justice まさはるＬ＆Ｆカンパニー8
ローリングズドーエンジン事業部 東知多工場9

■豊田合成株式会社
カルガモ　けん引IE製造部1
ローコスト自動充IE製造部2
ハンガーリターンIE製造部3
シーソーWS製造部4
3S（スモール&スSS製造部5
必殺！リベット一FC製造部6

■海洋ゴム株式会社
くるりんパ7
簡易だるま落し8

■日乃出ゴム工業株式会社
半まわしレバーと9

■株式会社中勢ゴム
誰でも出来るもん第一製造部10

■Toyoda Gosei（Thailand）Co.,Ltd.
まわれ右／RotaFactory 311
Clip auto suppFactory 212

■TG Missouri Corporation
Drawer Pull Ca13

■豊裕股份有限公司
プレミアム フライン14

■豊田合成（佛山）汽車部品有限公司
ぱたぱた送り15
シート落ちないぞ16
リングとったぞ～17

■北星ゴム工業株式会社
紙めくりカレンダ18

●からくり改善碓R くふう展2017　最新情報
製造現場における「見える化」改善展2017作品詳細

加ください！ ●あなたの会社の製造現場でも同じことで悩んでいませんか？　●改善考案者が直接改善のポイントを説明してくれます！
●あなたの会社の問題解決のヒントがココにあります。　　　　　●製造、生産技術、改善、教育の各部門の方は、ぜひご参加ください。

作品区分作品名
生産性向上・作業改善
安全・環境改善
生産性向上・作業改善ろう）さん
生産性向上・作業改善台車）
生産性向上・作業改善ター　バッタン号
安全・環境改善
安全・環境改善ル排水台車
生産性向上・作業改善
その他
生産性向上・作業改善リング
その他すねぇ汚れ取るゾー君
工具改善
工具改善きサッシー
工具改善N」
工具改善の簡単分別
生産性向上・作業改善
生産性向上・作業改善度
安全・環境改善ツール
安全・環境改善んです

O., LTD./STM
自社開発機器給器

d. /TKAP
運搬・搬送車/DAREーでもリフター

Inc./TMMC
治具・工具改善るお届け台車
治具・工具改善ません台車

nesia. /TMMIN
運搬・搬送送
運搬・搬送り
自社開発機器ップ組付け作業のやり難さの改善

運搬・搬送ッチハイク

その他ューター
生産性向上・作業改善ト切出し・挿入治具

生産性向上・作業改善働移載機
生産性向上・作業改善
安全・環境改善装置　「タコ足君」

自社開発機器車
生産性向上・作業改善カーズ
工具改善
生産性向上・作業改善兄）
生産性向上・作業改善）
生産性向上・作業改善（とうじょう）

清掃道具の改善
生産性向上・作業改善
安全・環境改善
生産性向上・作業改善ダー
安全・環境改善ク気遣いご無用台車！
チョコ停対策・切粉対策
清掃道具の改善
生産性向上・作業改善チェンジャー
生産性向上・作業改善す
安全・環境改善
安全・環境改善
安全・環境改善ルー）レバー
工具改善ー
生産性向上・作業改善出し棚
生産性向上・作業改善出し台車
安全・環境改善車」
工具改善い！入ってます！
生産性向上・作業改善手に帰るもん！
安全・環境改善
生産性向上・作業改善
生産性向上・作業改善
その他君
安全・環境改善
安全・環境改善
生産性向上・作業改善ー　レボリュウーション　!!
生産性向上・作業改善
生産性向上・作業改善！
安全・環境改善ファー

その他
1個取り出しシーン
その他
工具改善
その他
その他ィーダー
その他ー君
安全対策トオル君
その他検査台
運搬ンド
その他
運搬

生産性向上・作業改善
生産性向上・作業改善ん
生産性向上・作業改善・楽・転」
安全・環境改善ーターガール
生産性向上・作業改善ーマン
生産性向上・作業改善ull（プルプル）
生産性向上・作業改善ラ　ブ～ラ
その他るくん
生産性向上・作業改善ーン

その他引台車
その他充電
生産性向上・作業改善ン
生産性向上・作業改善
生産性向上・作業改善スマートシューター）
生産性向上・作業改善一個斬り

生産性向上・作業改善
生産性向上・作業改善

工具改善と動く安全カバー

その他ん！

自社開発機器ation box store
生産性向上・作業改善ply

生産性向上・作業改善art

生産性向上・作業改善ングでー　すぐ帰ります！

生産性向上・作業改善
生産性向上・作業改善ぞ～
生産性向上・作業改善～

目で見る管理ダー

作品区分作品名事業場名No.
その他品質からくりシュゴシン　2埼玉製作所 寄居完成車工場2
その他シンプル　シュゴシン埼玉製作所 寄居完成車工場3
生産性向上・作業改善千手観音『猫の手は借りない』埼玉製作所 寄居完成車工場4
生産性向上・作業改善Play　back part 1埼玉製作所 寄居完成車工場5
生産性向上・作業改善ど～きんず Part 2 ～ひとりでできるもん～埼玉製作所 寄居完成車工場6
生産性向上・作業改善J-EXP  MMD1号埼玉製作所 寄居完成車工場7
生産性向上・作業改善マルチ1号行きま～す?埼玉製作所 寄居完成車工場8
安全・環境改善O･MO･TE･NA･SI （重てぇなし）埼玉製作所 狭山完成車工場9
生産性向上・作業改善『バケットするっと モーメント』埼玉製作所 エンジン工場10
工具改善ハンドパワ－無用キテマス！埼玉製作所 エンジン工場11
生産性向上・作業改善重品搬送キャタピラ台車埼玉製作所 エンジン工場12
生産性向上・作業改善らくらくSETぱっ君熊本製作所 完成車工場13
生産性向上・作業改善いざ、カッ君熊本製作所 パワートレイン工場14
生産性向上・作業改善部品取り　すね～君熊本製作所 パワートレイン工場15
生産性向上・作業改善回転！ベルトル君トランスミッション製造部 浜松工場16
生産性向上・作業改善逃げ端（コロ型シーソー式ストッパー）トランスミッション製造部 浜松工場17
生産性向上・作業改善通りゃんせ「こっちです」パワープロダクツ事業本部 細江船外機工場18
その他トッテターン鈴鹿製作所 完成車第一工場19
その他阿部の恩返し鈴鹿製作所 完成車第一工場20
自社開発機器ボディの下の力持ち鈴鹿製作所 完成車第一工場21
生産性向上・作業改善大改造ビフォアがアタフタシューター鈴鹿製作所 完成車第二工場22
生産性向上・作業改善ボルト100センチ時間短縮！鈴鹿製作所 完成車第二工場23
生産性向上・作業改善シューターウォーズエピソードⅠ鈴鹿製作所 完成車第二工場24
生産性向上・作業改善踏んでふんで手元にクルーンパッ♡鈴鹿製作所 完成車第二工場25
生産性向上・作業改善PPAT（Plag-Pantograph-Assist-Take&tighten）鈴鹿製作所 エンジン工場26
生産性向上・作業改善安心してください。ボルト入ってますよ。鈴鹿製作所 エンジン工場27
生産性向上・作業改善し～そ～クランプパワートレインユニット製造部 真岡パワートレイン工場28
その他Tochigi Moka Air 節約フロートパワートレインユニット製造部 真岡パワートレイン工場29
生産性向上・作業改善CT（クラッチ取出）アシスタントパワートレインユニット製造部 真岡パワートレイン工場30

■マツダ株式会社
生産性向上・作業改善クランプタワー防府工場　西浦地区1
生産性向上・作業改善ツム積む防府工場　西浦地区2
生産性向上・作業改善キットコースター防府工場　西浦地区3
チョコ停対策・切粉対策ふりわけくん防府工場中関地区4
生産性向上・作業改善搬送じょ～ず防府工場中関地区5
安全・環境改善つかみは　OK！！本社工場6
安全・環境改善両手でGO本社工場7
生産性向上・作業改善さぁ～クリップだよ!!全員集合!!本社工場8
生産性向上・作業改善おまわりさん本社工場9
生産性向上・作業改善楽々かっちゃん本社工場10
生産性向上・作業改善『reach　the　climax』～絶頂～AGV本社工場11
安全・環境改善かえるんです！本社工場12
生産性向上・作業改善IN　THE　ナットリ君本社工場13
生産性向上・作業改善サ・ターン本社工場14

■マツダ株式会社 コスト革新推進部　J-ABCからくり改善道場　参画会社
生産性向上・作業改善まかせて反転NSウエスト 株式会社1
生産性向上・作業改善マルチスマートカー倉敷化工 株式会社2
生産性向上・作業改善1台で出来るもんダイキョーニシカワ 株式会社3
生産性向上・作業改善段ボール解体機株式会社 東洋シート4
生産性向上・作業改善サワンナ RX-3株式会社 ニイテック5
生産性向上・作業改善ネジ一本釣り師「吊りごろ　吊られごろくん」株式会社 日本クライメイトシステムズ6
生産性向上・作業改善無人で出来た株式会社 ヒロテック7

■マツダロジスティクス株式会社
生産性向上・作業改善勝手にキヨシ防府部品物流部1
生産性向上・作業改善おきちゃうぞ！防府部品物流部2
清掃道具の改善アッシュ君防府部品物流部3
生産性向上・作業改善捨高桜(ぽいこうろう)広島部品物流部4
生産性向上・作業改善取っ手もBULE広島部品物流部5

■株式会社マルヤスエンジニアリング
生産性向上・作業改善テープ張りたくない？1
生産性向上・作業改善固定君2
生産性向上・作業改善ワーク取りたくない？3

■三浦工業株式会社
生産性向上・作業改善P.P.A.P!!（Push？Pull？AND.Push!!）株式会社三浦マニファクチャリング1
生産性向上・作業改善一遍立てたら最期まで株式会社三浦マニファクチャリング2

■三菱自動車工業株式会社
生産性向上・作業改善楽々チェンジ君水島製作所1
生産性向上・作業改善ラオウタワー水島製作所2
生産性向上・作業改善勝手にかえるんじゃー水島製作所3
生産性向上・作業改善ボルトどうぞ君水島製作所4
生産性向上・作業改善AGVゲットだぜ水島製作所5
生産性向上・作業改善ペーパー取れるんじゃー&おそうじ君水島製作所6
生産性向上・作業改善西村吸う太郎水島製作所7
生産性向上・作業改善ボルト取っ太郎水島製作所8
生産性向上・作業改善材料&ボジショナータッチでハイ水島製作所9
生産性向上・作業改善組立C/Hサブライン　ボール搬送化京都製作所10
生産性向上・作業改善ローリング・すとん岡崎製作所11
生産性向上・作業改善買い物か・GOー岡崎製作所12
生産性向上・作業改善３段シューター岡崎製作所13

■ヤマハ発動機株式会社
自社開発機器リフターバルブ一括オイル塗布治具本社・工場1
自社開発機器マスター・オブ・塗布　2016　MT－’16本社・工場2
運搬キットトレー供給、返却歩行ロス改善本社・工場3
運搬かってにガチャコン本社・工場4
自社開発機器ねこそぎ　缶TURN！（簡単）本社・工場5
自社開発機器ポカよけマジックスタンド本社・浜北工場6
自社開発機器簡単収納踏み板（踏板）本社・袋井南工場7
自社開発機器指を挟まなINショックハンマー本社・工場8
自社開発機器可動式クーラント受けオイルパン本社・袋井工場9
1個取り出しぱーふぇくと　すらいだー本社・都田事業場10

■ヤマハモーターパワープロダクツ株式会社
その他ひま～わり掛川工場11
その他コード絡みましぇーん掛川工場12

■ヤマハモーターハイドロリックシステム株式会社
1個取り出しリンクで繋いじゃえば！！沼津工場13

■ヤマハモーターエレクトロニクス株式会社　
自社開発機器インシュロックしちゃうぞ掛川工場14

■杭州ヤマハ楽器有限公司
生産性向上・作業改善板見チャイナ！ギター生産部1

作品区分作品名事業場名No.
■三光化成株式会社

生産性向上・作業改善ヘルパーしょうこさん19
生産性向上・作業改善アルミポン20

■ナブテスコ株式会社
生産性向上・作業改善動力回シューター垂井工場1
生産性向上・作業改善ゴライアス台車垂井工場2
生産性向上・作業改善ぐるっと搬送くん！15000の旅津工場3

■日産自動車株式会社
生産性向上・作業改善タッチでスウィング横浜工場1
生産性向上・作業改善アップ　アップ横浜工場2
生産性向上・作業改善レスキュー911横浜工場3
生産性向上・作業改善R・M・D横浜工場4
生産性向上・作業改善カバコン横浜工場5
生産性向上・作業改善パレットゴーランド横浜工場6
生産性向上・作業改善移ルンです横浜工場7
生産性向上・作業改善はっとり君横浜工場8
安全・環境改善チルトUP立体駐車横浜工場9
安全・環境改善スライドゲート横浜工場10
生産性向上・作業改善からくり台車横浜工場11
生産性向上・作業改善踏んでごらん・・・♡？横浜工場12
生産性向上・作業改善とんぼろシューター横浜工場13
生産性向上・作業改善車力本願で上げてこ～横浜工場14
生産性向上・作業改善daisya o-POWER横浜工場15
生産性向上・作業改善手間いらず　くるりん「パ」横浜工場16
工具改善らくパレ横浜工場17
生産性向上・作業改善twistシュート横浜工場18
その他su-POWERちょびとソン横浜工場19
生産性向上・作業改善楽々給油くん栃木工場20
チョコ停対策・切粉対策とっても元気な『あばれる君』栃木工場21
生産性向上・作業改善CA（Can Attendant）栃木工場22
生産性向上・作業改善親子亀台車栃木工場23
生産性向上・作業改善zo-san追浜工場24
生産性向上・作業改善S・F・S追浜工場25
生産性向上・作業改善量るんジャー・2号いわき工場26

■日産自動車九州株式会社
生産性向上・作業改善積んだ郎・ばらす蔵九州工場27
工具改善ロープきっちり巻蔵君九州工場28
生産性向上・作業改善ら く ら く ら く 無人君九州工場29
生産性向上・作業改善Come On！　Work九州工場30
生産性向上・作業改善とまらんゾウ九州工場31
清掃道具の改善Remora九州工場32

■東風汽車有限公司
生産性向上・作業改善Ninjaダーツガム回転機構DFPC33
自社開発機器カマキリアームZNA34

■日東電工株式会社
安全・環境改善パレキング豊橋事業所1

■パナソニック株式会社
生産性向上・作業改善吸入グリル供給からくりパナソニックAPｴｱｺﾝ広州（有）1
生産性向上・作業改善ハナールヲ・ヌールエアコン事業部2
安全・環境改善バチコン君ビューティ・リビング事業部3
生産性向上・作業改善基板わってポイキッチンアプライアンス事業部4
生産性向上・作業改善カタカタ検査モバイルソリューションズ事業部5
生産性向上・作業改善ちゃちゃっと何でもソルダリングメディアエンターテイメント事業部6
安全・環境改善楽っくるんRoll　1号機冷熱空調デバイス事業部7

■パナソニックＡＰ空調・冷設機器株式会社
生産性向上・作業改善観覧シャー8

■パナソニック交野株式会社
生産性向上・作業改善三貼（みはる）ちゃん9

■パナソニック サイクルテック株式会社
安全・環境改善返却ブラザーズ10

■株式会社パロマ
生産性向上・作業改善ちゃんと洗わなあかんで北勢工場1
工具改善ノック抜き直方工場2
生産性向上・作業改善車ダン吉　拙者でござる本社第二工場3
安全・環境改善ドライバー摘んだろかな恵那工場4

■日立金属株式会社
生産性向上・作業改善コアつ～る安来工場1
生産性向上・作業改善コロガリーナ&ドスコイ安来工場2
生産性向上・作業改善べたぶみ安来工場3
生産性向上・作業改善スライドシュ～タ～　ホ～ルインワン☆安来工場4
生産性向上・作業改善先入れ先出しくん九州工場5

■株式会社アルキャスト
生産性向上・作業改善らくかい？6

■藤森工業株式会社
安全・環境改善「ヒャッハー！ここは通さねぇぜ」沼田事業所1
目で見る管理タイミンGOO！沼田事業所2
その他紙コップかさな～る昭和事業所3
生産性向上・作業改善消耗品の先入れ先出し管理昭和事業所4
目で見る管理点検カードの見える化昭和事業所5
生産性向上・作業改善コックリさん横浜事業所6
生産性向上・作業改善ワニワニロール置き場横浜事業所7
生産性向上・作業改善原反らくらく皮むき静岡事業所8
目で見る管理マスクストッカー静岡事業所9
安全・環境改善階段らくらく台車掛川事業所10
生産性向上・作業改善楽々亭梱包師匠三重事業所11
工具改善くるりんぱ台車三重事業所12
安全・環境改善＃１９LA繰出し改善台車名張事業所13
生産性向上・作業改善滅菌巻取り改善名張事業所14

■フジモリプラケミカル株式会社
安全・環境改善えっ！劇的？　うそっ！そんな簡単に？　正直びっくりパレット運搬台車春日井工場15

■古河電気工業株式会社
生産性向上・作業改善らくらく排出でるぞー君三重事業所1
生産性向上・作業改善らくらく取り出しすき間君三重事業所2
安全ラック楽らく三重事業所3
安全落ちやんでースペシャル三重事業所4
安全・作業改善ナイスシューター三重事業所5
安全旋盤・まわらん・これ動かん！三重事業所6

■本田技研工業株式会社
その他忍者屋敷埼玉製作所 寄居完成車工場1

作品区分作品名事業場名No.
■旭化成マイクロシステム株式会社

異常発見動いてますよ～元気玉延岡事業所1
点検・検査手押スのたくらみ延岡事業所2
安全キャスターロッ君延岡事業所3
点検・検査だいじょうぶ！吸ってます延岡事業所4
点検・検査コロコロボード延岡事業所5
点検・検査一緒に動くよ かいへい君延岡事業所6
点検・検査渇きました、お水を下さい延岡事業所7

■宇部興産株式会社
安全ミニフィルターリフター宇部ケミカル工場1
点検・検査お～い！今バルブ何回転？宇部ケミカル工場2
点検・検査安心して下さい！開いてます。閉まってます宇部ケミカル工場3
安全バスケットフィルター　楽々洗浄台宇部ケミカル工場4
安全モレ無くシール君宇部ケミカル工場5
点検・検査何処みてんのよ（伸縮手鏡）宇部ケミカル工場6
点検・検査補修ポット（ＧＬポット）宇部ケミカル工場7
安全ケーブル整理お助けさん宇部ケミカル工場8
安全ワンストーントゥーバード宇部ケミカル工場9
点検・検査苦ＮｏＢｏｘ宇部ケミカル工場10
点検・検査ＤＬＦ宇部ケミカル工場11

作品区分作品名事業場名No.
■サントリープロダクツ株式会社

点検・検査厚見機良（あつみきよし～おぺはつらいよ～）綾瀬工場1
教育MANABI2宇治川工場2
点検・検査見える化集天然水南アルプス白州工場3

■ナブテスコ株式会社
その他PLAPAVIA津工場1

■日産自動車株式会社
異常発見品質の見せる化横浜工場1
安全安全の見せる化横浜工場2
異常発見在庫の見える化横浜工場3
点検・検査稼働見える化横浜工場4
安全フォーク上げすぎの見える化横浜工場5
点検・検査ドクターイエロー(設備点検の見える化)横浜工場6
異常発見在庫の達人栃木工場7

■日立金属株式会社
その他購入品入荷見える化安来工場1
その他生活分析ツール安来工場2
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