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「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。
本イベントは、からくり改善作品を集めた「作品展」であり、営利目的のイベントではありません。からくり改善くふう展

《同時開催》《同 開催

木 金10月25日▶26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）

「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。

「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

（芝浦工業大学　津村 豊治名誉教授による）

「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

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

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

現場における３ム【ムリ ムダ ムラ】を退治した
「作業改善」であること

【2017年最優秀からくり改善賞】
株式会社デンソー　
フレンドリーワークショップ2017年会場風景

からくり改善  とは
が知恵を出し」「手づくり」で製作し その
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手押し台車コンテスト

Special Event

【2017年手押し台車コンテスト 金賞作品】
コベルコ建機株式会社　神ってＲＵＮ

2018年

　公益社団法人日本プラントメンテナンス協会では、1994 年
に初めて「からくり改善くふう展」を開催し、毎回多数の方に
ご参加いただき、ご好評をいただいております。
　本展では、製造現場で働く方々が、日ごろ困っていた不具合
（作業効率阻害・品質不良・職場環境悪化等）について、自ら
考え手づくりで改善した LCA（ローコストオートメーション）
の現物やモデルを一堂に集めて展示・紹介いたします。
　ユニークなアイデアと遊び心いっぱいの各社自慢の改善
作品を多数展示していただきます。ぜひ、会場へお越しいた
だき、説明者の解説を聞きながら作品をご覧ください。
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からくり改善・
現場改善の
作品展
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。
現場の言葉で伝えます!!

人の知恵が 現場を変える。
人と環境にやさしいからくり改善で持続可能な社会を実現

○R

予告 からくり改善が海外へ!!
「からくり改善くふう展 in Thailand」を

2019年2月14日・15日タイ・バンコクにて初開催予定

※事前申込みは10月12日（金）まで
早期割引料金（9月26日（水）まで）

通常料金（9月27日（木）～10月12日（金）および当日受付）

10月13日（土）以降は当日受付になります（通常料金）

FAX・ホームページ他からの事前申込みは、10月12日（金）まで
です。それ以降は、当日受付にてご参加ください。

・会場内へのカメラ・スマートフォン・録音機の持込みはご遠慮
　ください 
・会場内での写真撮影、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 
・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 

2018○R
10月25日（木）～26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

2510 2610 ※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

※学生は、文部科学省が定める高等教育機関のうち、国立大学法人、公立大学、私立大学、
　短期大学、高等専門学校（高専）に限ります。
※両日参加する場合、入場券が2枚必要です。
※9/27（木）以降の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。
※会員企業が外部ツアーを組む場合、参加料は一般価格です。
※参加人数での割引はありません。
※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

03-6865-6081
E-mail:jigyo@jipm.or.jp

ホームページからも申込みができます

旅行会社・ツアー・団体からの申込みは、参加企業社名簿をご提出ください

備考



※最新情報はホームページにてご確認ください。

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・作業改善シャカ・シャカ・ポン第１工場1
生産性向上・作業改善T.T～Aroundおまわりさん～第2工場2
生産性向上・作業改善APエアーホースからまな～い改善第2工場3
安全・環境改善YUKAに悲惨は似合わない!!岡崎工場4
生産性向上・作業改善ジェネバの覚醒～マグネットと共に～田原工場5
生産性向上・作業改善うねうねローリング・ワンちゃん岡崎東工場6
自社開発機器止めの一撃！垂直落下式”バッキングバスター”ものづくりセンター7
生産性向上・作業改善工場最速 ”締めINボルト”ものづくりセンター8
生産性向上・作業改善回って爽快 ”スプリングホイホイ”ものづくりセンター9

■アイシン機工株式会社
チョコ停対策・切粉対策ドライブシュート君吉良工場10

■アイシン・エイ・ダブリュ工業株式会社
生産性向上・作業改善無動力切り出し装置本社工場11
生産性向上・作業改善らくらく載せ替え装置池ノ上工場12

■株式会社シーヴイテック
生産性向上・作業改善ムキムキ★むきーず。田原工場13

■アイシン軽金属株式会社

（調整中）
1～

3
■アイシン精機株式会社

生産性向上・作業改善スゥー、スゥーで手袋脱着西尾機関工場1
生産性向上・作業改善パレット載せ替え、手作業簡素化西尾ダイカスト工場2
安全・環境改善うちぬきちゃん衣浦工場3
安全・環境改善金型バブルゲートスリーブ抜き工具改善新川工場4
自社開発機器たつ巻君半田工場5
チョコ停対策・切粉対策アリの巣君半田工場6

（調整中）試作工場7
生産性向上・作業改善ＰＰスライダー安城工場8
安全・環境改善鉄板キーリダス設備工機部9
生産性向上・作業改善らくらく☆ハコビーターン半田電子工場10
生産性向上・作業改善電気レス重りで高さ調節完成品昇降機新豊工場11
自社開発機器セーフティー扇子シュート（ぶつからないシュート）小川工場12

■豊生ブレーキ工業株式会社
一発双入！！クルピンパ本社工場13

■株式会社アドヴィックス
（調整中）14

■アイシン化工株式会社
生産性向上・作業改善滑らせ落とさずパッド製造部15

■アート金属工業株式会社
生産性向上・作業改善間違ったら開きまへん塩田工場16

■アイシン辰栄株式会社
生産性向上・作業改善勝手に積んどけ～！！港南工場17

■シロキ工業株式会社
空箱折り返しシューター 頻低君藤沢工場18

■アイシン高丘株式会社
生産性向上・作業改善いきなはれ！1
生産性向上・作業改善フリホ～2
工具改善はずしマウス3
工具改善ラクパン4

■株式会社今仙電機製作所
（調整中）名古屋工場1
（調整中）岡山工場2

■株式会社エクセディ
生産性向上・作業改善世界の工場までマスッテＱ本社工場1
生産性向上・作業改善チューブの運命～Destiny～本社工場2
生産性向上・作業改善マグチューブ上野事業所3
生産性向上・作業改善Back to the Shooter上野事業所4
生産性向上・作業改善六つ子リボルバーエクセディベトナム5
生産性向上・作業改善シーソーゲームエクセディベトナム6

■オートリブ株式会社
生産性向上・作業改善楽させてホシ～ノ君筑波事業所1
生産性向上・作業改善こんなの今まで中っ田君 1号広島事業所2

■カルソニックカンセイ株式会社
自社開発機器ふりふりがっちゃん児玉工場1
自社開発機器（調整中）児玉工場2
自社開発機器持ち上げ楽々台車児玉工場3
自社開発機器（調整中）児玉工場4

■カルソニックカンセイ栃木株式会社
自社開発機器（調整中）カルソニックカンセイ栃木 からくり改善交流会5
自社開発機器（調整中）カルソニックカンセイ栃木 からくり改善交流会6

■鴻池運輸株式会社
生産性向上・作業改善抜けるんです（＾ｖ＾）大阪みなと1
生産性向上・作業改善ハンドルキーパー長岡京2
生産性向上・作業改善（調整中）高砂3
生産性向上・作業改善水出し宇治川4
工具改善中空軸モーター取り外し冶具セット犬山5
安全・環境改善ひょっこりマガジン白州水工場6
生産性向上・作業改善ジグザクシャーク渋川7
安全・環境改善ムーンサルト渋川8
生産性向上・作業改善楽々収納君利根川9
自社開発機器ぐるぐるドカーン神奈川綾瀬10

■小林製薬株式会社
安全・環境改善アッテモ大阪工場1
安全・環境改善リキ・カーシマス大阪工場2

■コベルコ建機株式会社
生産性向上・作業改善W/C広島事業所1
生産性向上・作業改善持ち運びが楽だぁ台車広島事業所2
安全・環境改善たたんでも落ちんゾウ広島事業所3
生産性向上・作業改善かんな社長のからくりシューター広島事業所4
生産性向上・作業改善ぴったんこカン缶広島事業所5
生産性向上・作業改善さらば一斗君広島事業所6
安全・環境改善まいてまった！大垣事業所7
生産性向上・作業改善☆わたしのかっ君☆大垣事業所8
生産性向上・作業改善反転楽々りなっしーー大垣事業所9
生産性向上・作業改善穴にノットハンド（あなにのっとはんど）大垣事業所10

■成都神鋼建設機械有限公司
生産性向上・作業改善Panda宅急便11

■杭州神鋼建設機械有限公司
生産性向上・作業改善「三種の神奇」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"Green Mechanism Jig"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
安全・環境改善ヘビーウエイトアシスト14

■コベルコ コンストラクション イクイプメント インディア
生産性向上・作業改善ＧＲＡＶＩＴＹ ＦＥＥＤ15

■株式会社神戸製鋼所
（調整中）播磨工場16
（調整中）播磨工場17

■株式会社三五
生産性向上・作業改善二本を通り戻せ工機部1
生産性向上・作業改善僕は、まちがえましぇ～ん工機部2
生産性向上・作業改善バトンタッチ福田工場3
生産性向上・作業改善エレベーター福田工場4

（調整中）福田工場5
（調整中）福田工場6

生産性向上・作業改善勝手に入っちゃう八和田山工場7
生産性向上・作業改善登って降りてあっち向いてほいとよはし工場8
生産性向上・作業改善（調整中）精鋼工場9

■株式会社三五三重
安全・環境改善シーソー三重工場10

■株式会社三福
チョコ停対策・切粉対策団・段・弾でるぅ～三福11

■広州三五汽車部件有限公司
（調整中）GSC12

作品区分作品名事業場名No.
■サントリービール株式会社

生産性向上・作業改善（調整中）武蔵野ビール工場1
生産性向上・作業改善（調整中）武蔵野ビール工場2

■サントリープロダクツ株式会社
安全・環境改善首刀榛名工場1
生産性向上・作業改善Ｆ漬けくん榛名工場2
生産性向上・作業改善(面が)逃げちゃダメだ榛名工場3
安全・環境改善かるあげ サクサク榛名工場4
安全・環境改善ラベルストッカー運搬台車羽生工場5
工具改善ブシュポ多摩川工場6
生産性向上・作業改善オッぱっぴ（オイルをぱっとぴたっと）神奈川綾瀬工場7
生産性向上・作業改善ハメルJAPAN神奈川綾瀬工場8
生産性向上・作業改善スッポリパッキン神奈川綾瀬工場9
生産性向上・作業改善1(ONE)パンチ神奈川綾瀬工場10
生産性向上・作業改善かる太郎ver3.0神奈川綾瀬工場11
生産性向上・作業改善合台車（GADDAISYA )神奈川綾瀬工場12
生産性向上・作業改善メクリーマス神奈川綾瀬工場13
生産性向上・作業改善熱収縮チューブカッター神奈川綾瀬工場14
工具改善HARADAフィンガー天然水南アルプス白州工場15
生産性向上・作業改善持ちもっち～天然水南アルプス白州工場16
生産性向上・作業改善玉封丸君木曽川工場17
生産性向上・作業改善バブルマン木曽川工場18
その他SUNTRolleY木曽川工場19
その他ジャンピングニーパッド木曽川工場20
その他パイルドライバー木曽川工場21
その他ムーンサルトプレス木曽川工場22
生産性向上・作業改善ドラムニョイッと棒宇治川工場23
生産性向上・作業改善M・I部隊マゼルンジャー宇治川工場24
生産性向上・作業改善楽々スクリュー宇治川工場25
生産性向上・作業改善配管クミツクン高砂工場26
生産性向上・作業改善Ｂ列車で行こう高砂工場27
安全・環境改善自力（磁力）で吊るし上げーる天然水奥大山ブナの森工場28

■株式会社ジェイテクト
生産性向上・作業改善わたるくん奈良1
生産性向上・作業改善くる ピタ ＱＲ花園2
自社開発機器W one豊橋3
生産性向上・作業改善180°ワンエーティ豊橋4
生産性向上・作業改善連結ポッポくん田戸岬5
生産性向上・作業改善定位置トレルンジャー岡崎6
生産性向上・作業改善でるでるボックス！狭山7
生産性向上・作業改善４駆でカード君国分8
安全・環境改善 Safety ダンサー徳島9
生産性向上・作業改善横取りくん東京10
生産性向上・作業改善さぬきコロ助くん香川11
生産性向上・作業改善波バネトースター亀山12
生産性向上・作業改善連車でGO！刈谷13

■光洋汽車配件(無錫)有限公司
生産性向上・作業改善からくり完成品箱段積装置ＫＡＷ14

■光洋六和(佛山)汽車配件有限公司
生産性向上・作業改善手作業不要ＫＬＦ15

■ジヤトコ株式会社
生産性向上・作業改善楽そだねーCVT工場 JEPS推進課1
生産性向上・作業改善ぬき取り方改革CVT工場 JEPS推進課2
生産性向上・作業改善ボルトならんだぁ～CVT工場 JEPS推進課3
生産性向上・作業改善１ピン楽着CVT工場 JEPS推進課4
生産性向上・作業改善ボールインワンCVT工場 第一ＣＶＴ製造課5
安全・環境改善こぼさないゾウCVT工場 第二ＣＶＴ製造課6
生産性向上・作業改善バンド切リンA/T工場 4地区製造課7
安全・環境改善仕上ガール八木工場 第一八木製造課8

■スズキ株式会社
工具改善エアホース抜き工具1
生産性向上・作業改善空箱返却の改善2
生産性向上・作業改善横スライド台車3
生産性向上・作業改善ブレーキホース組付け時のワッシャー組付け不良防止4
生産性向上・作業改善重量パレット持ち上げ時の負荷軽減装置5

■住友理工株式会社
安全・環境改善手レ ベーター小牧製作所1
安全・環境改善免震台車 揺れてもこぼれナイス小牧製作所2
安全・環境改善コロコロ エレベーター ナイキ1小牧製作所3
生産性向上・作業改善てんびん箱チェンジャー小牧製作所4
生産性向上・作業改善混流でも１ゲート小牧製作所5
生産性向上・作業改善通りゃんせ！回りゃんせ！De「一石二証」株式会社住理工山形6
安全・環境改善重心カセットハンガー ムーンサルトメンテナンス株式会社住理工山形7
安全・環境改善楽々補給できる君-Z株式会社住理工ファインエラストマー8

■大日本印刷株式会社
生産性向上・作業改善美しくラベルを貼る＝「貼る美」DNPファインケミカル1
生産性向上・作業改善巻き取り残紙廃棄作業の時間短縮DNP生活空間2
生産性向上・作業改善残紙を簡単！！コロ・クル台車DNPイメージングコム3

（調整中）4
（調整中）5

■ダイハツ工業株式会社
その他「一人二役」立って講義、座って執務本社ＧＰＣ1
生産性向上・作業改善考案中本社ＧＰＣ2
チョコ停対策・切粉対策ひょっこりカバー本社ＧＰＣ3
生産性向上・作業改善Light碓優 up池田車両生技4
安全・環境改善「僕だけを 取って♡」池田２工場5
生産性向上・作業改善ぴらっとTRENDー（取れんでー）池田２工場6
その他お客様は神様です池田２工場7
生産性向上・作業改善パレット返還シューター京都工場8
生産性向上・作業改善リニアシューター京都工場9
安全・環境改善（調整中）滋賀１工場10
生産性向上・作業改善（調整中）滋賀１工場11
生産性向上・作業改善（調整中）滋賀１工場12
生産性向上・作業改善（調整中）滋賀１工場13
生産性向上・作業改善勝手に返還シューター滋賀２工場14
生産性向上・作業改善実のみシューターから貴方まで滋賀２工場15
生産性向上・作業改善タニダ式シーソーゲームからのアッガール滋賀２工場16

■株式会社デンソー
その他梱包手間いらーズ大安製作所 パワトレ機器製造部1
安全・環境改善It's ・ 昇(Show) ・ 降 ・ Time！  ～らくらく快段～大安製作所 パワトレ機器製造部2
その他ケイコのキッチン台車幸田製作所 エレクトロ製造部3
その他ラック運搬車（AGC上物）幸田製作所 エレクトロ製造部4
安全・環境改善製品ロケ地震対策 『スパイダー』幸田製作所 センサ＆セミコン製造1部5
その他グローバルワークショップ西尾製作所 クーリング製造部6
その他スカイ楽～くシュータ湖西製作所 モータ製造部7

■浜名湖電装株式会社
その他昇降シューター本社 製造企画部8

■株式会社デンソーダイシン
安全・環境改善鉄腕ダッシ本社 9

■デンソートリム株式会社
その他荷くずし そろ衛門製造部10

■株式会社デンソー北海道
その他積荷押し出し台車「そだねー」製造部11
その他超省スペース台車「究極合体太郎」製造部12
その他からくりタイマー部品投入機「貫コン相殺」製造部13
その他台車の半分は優しさで出来ています「腰痛補整ストレッチ台車」製造部14

■株式会社デンソー福島
生産性向上・作業改善浮かナイン・ボルト本社15
工具改善スライダーマン本社16
生産性向上・作業改善押っす！オラ「楽ぅ」本社17

■東海興業株式会社
安全・環境改善載せ替えダメなら押して見な台車革新生産部1

■株式会社東海理化
生産性向上・作業改善シーソー式実→空シューター大口本社1
生産性向上・作業改善段積リフター（定点作業）大口本社2

作事業場名No.
足ふみ式シーソー大口本社3

■豊田合成株式会社
フリームーブ稲沢工場1
おてもと稲沢工場2
切り出しWS 森町工場3
がえしFC第１製造部4
楽軽（ラッカル）尾西工場5
ヤバイよ ヤバイ北島技術センター6
自重ハンドルFC(生管）7

■海洋ゴム株式会社
スライダーマン8

■三光化成株式会社
とっとこ上がる銀第二工場9
Open the  win第二工場10

■ToyodaGosei(Thailand)Co.,Ltd.
PinピンシュータFactory3(TPS)11
ワイヤー一発挿入Factory3(PE)12

■豊田合成（佛山）汽車部品有限公司
箸君13
金具のぐるぐる供14
らくらく箱昇降機15

■株式会社鈴木化学工業所
TSUZUKERE-R本社工場16

■豊裕股份有限公司
空中・物流カーリン17

■台裕橡膠股份公司
成品補充段取棚18

■日乃出ゴム工業株式会社
とおせん棒19

■株式会社中勢ゴム
エンジェルカット本社工場20
チェンジアップダ本社工場21

■トヨタ自動車株式会社
ちょっと待って、本社工場1
ぜんまい回生KE元町工場2
乗れば上がるんで元町工場3
1枚取れるーの元町工場4
手押し台車の切返高岡工場5
ナビおどし高岡工場6
切り出し網～ゴ三好工場7
浮輪にダイブ堤工場8
押しても痛くない下山工場9
ポンでシール衣浦工場10
スペアタイヤ搭載田原工場11
重箱 Transform元町工場12
溢れないんです貞宝工場13
背負い投げ 一本貞宝工場14
ナット 回す本社15
切粉楽々ポイ本社16
楽々レバーでキチ本社17
ホースクリップ安本社18
おとさないんボル本社19
トルネード本社20
引けば運べます多治見21

■ToyotaKirloskarAutoPartsPrivateLtd.
IDEA からくり (Innovative DeTKAP/インド1

■國瑞汽車股份有限公司
バンパー宅急便(バン台湾1

■SIAMTOYOTAMANUFACTURINGCO.,LTD
シリンダブロック　STM/タイ1

■Toyota Motor Thailand Co., Ltd.
からくりバンパーTMT/タイ1
ドアラインからくり門TMT/タイ2

■P.T.ToyotaMotorManufacturingIndonesia
渦巻きボールカウTMMIN/インドネシア1
シリンダーヘッドTMMIN/インドネシア2

■Toyota Motor Manufacturing Poland S
トヨタ マルチ メカTMMP/ポーランド1

■ToyotaMotorManufacturingCanadaInc.
ポケット ブロッカTMMC/カナダ1

■Toyota Motor Manufacturing, Alabama
UR ブロックリフTMMAL/アラバマ1

■トヨタ自動車九州株式会社
空舟組立設備課 改善組1
Mawattarー（回TPS推進室　からくり改善係2

■トヨタ自動車東日本株式会社
同期で移ルンです大和工場1
くるくる巻き巻き東富士工場2
ラジサポロア外し岩手工場3

■トヨタ自動車北海道株式会社
ドラピン仮置きシ苫小牧工場1
移動式昇降台車苫小牧工場2
フロート型レベル苫小牧工場3
からくり台車苫小牧工場4
V/Bチェックボー苫小牧工場5
オイル塗布機苫小牧工場6

■株式会社豊田自動織機
からくりＰＡＰＰ長草工場1
足踏み一発！長草工場2
あなたのそばにい長草工場3
半回転トウループ長草工場4
らくらく上が～る長草工場5
ジョン採るボルト碧南工場6
乗り越えろ！”段差東知多工場7
大判焼き焼けまし刈谷工場（コプ）8
吊るだけロック刈谷工場（繊維）9
ズレズレこまわり大府工場10
キ～ッ！と カ～ッ東浦工場11
くるくるガッキー高浜工場12
部品姿勢保つ君安城工場13
持上げず、持上げ共和工場14

■株式会社アイチコーポレーション
ミニトレーラー (新治工場15
おむすび コロリン新治工場16
バッターバッテリ新治工場17
台車でパワーポイ新治工場18
楽々回転台車新治工場19
工具チェンジャー伊勢崎工場20

■東久株式会社
誰でも貼れるもん犬山工場21

■トヨタ車体株式会社
シーソーマンF車体部Kボデー課1
ベンリースロットF組立部1組立課2
クリッポンF組立部2組立課3
セッカチッ君車両生技部車両整備課4
ちょうちん村の発I車体部プレス課5
でんぐり返しI車体部ボデー課6
リアクション台車Y組立部 シャシー組立課7
くるくるタイフーI組立部成形課8
おせるんですI塗装部塗装課9
大車輪TTEC 10
スパルタンX株式会社キンテック11
フリーフォールY組立部 特装組立課12
位置決め君株式会社東海特装車部品課板金係13
LPかるこちゃん岐阜車体工業株式会社  車体部  車体技術員室14

●からくり改善碓R くふう展2018 2018年10月25日（木）〜26日（金）
ポートメッセなごや（第3展示館）

製造現場における「見える化・IoT」改善展2018

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・作業改善ー箱換え機

段取り替え
その他
1個取り出し
自社開発機器
運搬
安全対策よ
その他

1個取り出し

その他銀太郎
目で見る管理dow

1個取り出しター
工具改善入

1個取り出し
1個取り出し供給、補充機
運搬機

運搬U

運搬ング『ハコべ そだねー』

運搬

安全対策

安全対策ト
段取り替えダウン

生産性向上・作業改善ちょっ止まって
安全・環境改善ERS＃95
生産性向上・作業改善です
生産性向上・作業改善
生産性向上・作業改善返しレス
生産性向上・作業改善
生産性向上・作業改善
生産性向上・作業改善
安全・環境改善いんです
生産性向上・作業改善
生産性向上・作業改善載補助台車
生産性向上・作業改善m
工具改善
生産性向上・作業改善本！
生産性向上・作業改善
チョコ停対策・切粉対策
生産性向上・作業改善チンと整列！
工具改善安全簡単脱着
工具改善ルト
生産性向上・作業改善
安全・環境改善

■ToyotaKirloskarAutoPartsPrivateLtd.
搬送esign for Existing からくりAutomation)

運搬・搬送ンパー素地品運搬自動化)
■SIAMTOYOTAMANUFACTURINGCO.,LTD

運搬・搬送スリッパ取り外し装置

運搬・搬送ー直行便シューター
生産性門型搬送機と手元化改良

■P.T.ToyotaMotorManufacturingIndonesia
ポカヨケウンター
組付けド、からくり回転搬送

p.zo.o
搬送カニカル パッケージ

■ToyotaMotorManufacturingCanadaInc.
ポカヨケカー

a, Inc.
組立ター

運搬
運搬回ったー）

生産性向上・作業改善す！！
生産性向上・作業改善き
生産性向上・作業改善し装置

自社開発機器シュート
自社開発機器
自社開発機器ル計
自社開発機器
自社開発機器ール投入機
自社開発機器

生産性向上・作業改善Ｐ
生産性向上・作業改善
生産性向上・作業改善いたい
生産性向上・作業改善プ
安全・環境改善る
生産性向上・作業改善ト
生産性向上・作業改善差”
生産性向上・作業改善した
生産性向上・作業改善
生産性向上・作業改善り君
生産性向上・作業改善ッ！と ス～ッ！と パ！
清掃道具の改善ー
生産性向上・作業改善
安全・環境改善げろ！

生産性向上・作業改善(改)
生産性向上・作業改善ン
安全・環境改善リー
安全・環境改善イント
安全・環境改善
工具改善ー

生産性向上・作業改善ん

安全・環境改善
生産性向上・作業改善！
工具改善
工具改善
安全・環境改善発展
生産性向上・作業改善
生産性向上・作業改善車
生産性向上・作業改善ーン
生産性向上・作業改善
生産性向上・作業改善
安全・環境改善
生産性向上・作業改善
生産性向上・作業改善
安全・環境改善

作品区分作品名事業場名No.
生産性向上・作業改善缶タン洗浄掛川事業所7
生産性向上・作業改善（調整中）掛川事業所8
生産性向上・作業改善ボルト掃除くん三重事業所9
生産性向上・作業改善取り出し楽ラック三重事業所10
生産性向上・作業改善先出しトレーちゃん三重事業所11
生産性向上・作業改善（調整中）名張事業所12
生産性向上・作業改善（調整中）名張事業所13

■古河電気工業株式会社

（調整中）三重事業所
1～

6
■本田技研工業株式会社

生産性向上・作業改善RRサブフレームスチフナー取付負荷軽減（仮）埼玉製作所1
生産性向上・作業改善AGVバッテリー台車交換の改良版（仮）埼玉製作所2
生産性向上・作業改善サイドパネルアウター抜き取り検査台（仮）埼玉製作所3
生産性向上・作業改善FRドアビーム半自動シーリング治具（仮）埼玉製作所4
生産性向上・作業改善ボルト供給装置ver2（仮）埼玉製作所5
生産性向上・作業改善タイヤナット補充移動台車（仮）埼玉製作所6
工具改善さては南京玉すだれ（仮）埼玉製作所7
生産性向上・作業改善段々バラバラ 二段腹（仮）埼玉製作所8
生産性向上・作業改善ボルト整列天才君（仮）埼玉製作所9
生産性向上・作業改善バリバリバリッと熊本製作所10
生産性向上・作業改善誰でも使えてバリアフリー熊本製作所11
生産性向上・作業改善セトナイ熊本製作所12
生産性向上・作業改善らくらくリングゲージパワートレインユニット製造部13
生産性向上・作業改善きそうてんがい びっくりシューター鈴鹿製作所14
生産性向上・作業改善鉄とアルミが夢のコラボ YAZASU鈴鹿製作所15
生産性向上・作業改善からくりシューターできました 真似出来るんやったらしてみ～や鈴鹿製作所16
生産性向上・作業改善チョコチップスペシャル鈴鹿製作所17
生産性向上・作業改善カラカラドントランスミッション製造部18
生産性向上・作業改善カシメのジョートランスミッション製造部19
生産性向上・作業改善i-Ｖa すらすたぁ細江船外機工場20

■マツダ株式会社
生産性向上・作業改善ホールカバーを取ってクレー！(クレーン)防府工場 西浦地区1
生産性向上・作業改善ぼっしゅーとクン防府工場 西浦地区2
生産性向上・作業改善切り離しクン防府工場 西浦地区3
生産性向上・作業改善ｍａっすいんぐ（まっすいんぐ）防府工場 中関地区1
生産性向上・作業改善マッハ締付けジョーズ（まっはしめつけじょーず）防府工場 中関地区2
生産性向上・作業改善ゲージの中のゲージたち・・・出てこいや！本社工場1
安全・環境改善FootでGo本社工場2
生産性向上・作業改善ついでにヘドロボー本社工場3
安全・環境改善一発楽吊りくん本社工場4
安全・環境改善楽々まえちゃん本社工場5
生産性向上・作業改善軌道戦隊ヒッツキマン本社工場6
生産性向上・作業改善ハイパーEV本社工場7
生産性向上・作業改善振り分け親方本社工場8
生産性向上・作業改善波乗りツッパリ君本社工場9

■長安マツダ汽車有限公司
生産性向上・作業改善蛟龍入海（龍が海に入って行くと言う意味）10

■マツダロジスティクス株式会社
生産性向上・作業改善吉引く三生産部品物流本部 広島部品物流部1
安全・環境改善昇降さん生産部品物流本部 広島部品物流部2
生産性向上・作業改善ATPR(アテペロ)生産部品物流本部 広島部品物流部3
生産性向上・作業改善腰が楽だ～い生産部品物流本部 防府部品物流部4
生産性向上・作業改善デリバリー・ストーン生産部品物流本部 防府部品物流部5

■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
自社開発機器カムカムドライヤー株式会社ヒロタニ 志和工場1
自社開発機器早打ち楽々装填君デルタ工業株式会社2
自社開発機器リフ田よいしょ君宮川化成工業株式会社広島事業部3
自社開発機器その想いをパワーに株式会社東洋シート秋芳工場4
自社開発機器カゴまんでAK株式会社ニイテック5
自社開発機器ハッ！クッション台移動株式会社すぎはら6
自社開発機器検スタ映えダイキョーニシカワ八本松工場7

■丸五ゴム工業株式会社
生産性向上・作業改善シャドー・マルゴー（斜動・丸五）本社工場1
生産性向上・作業改善えのき3号本社工場2

■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（調整中）
1～

3
■株式会社ミツバ

生産性向上・作業改善ワンアクション足 曲げ君富岡工場1
生産性向上・作業改善くっついて・シュー富岡工場2
生産性向上・作業改善減速 君新里工場3
生産性向上・作業改善ワンモーション供給新里工場4
生産性向上・作業改善脱 着 王新里工場5
生産性向上・作業改善くるりんパッパと振り分け君利根工場6
生産性向上・作業改善御一つどうぞ赤城工場7

■三菱自動車工業株式会社
生産性向上・作業改善ど・ストライク君で一人作業の実現水島製作所1
生産性向上・作業改善楽ラクっと水島製作所2
生産性向上・作業改善メール 締め～る 同期 ドキッ 作業台車水島製作所3
生産性向上・作業改善スイング台車 すべる君水島製作所4
生産性向上・作業改善するりん水島製作所5
生産性向上・作業改善キットつくはず手もっと君水島製作所6
生産性向上・作業改善PUSH CARTが行ったりきたり水島製作所7
生産性向上・作業改善ちょっと そこの台車くん。水島製作所8
生産性向上・作業改善部品取り出しらくらく台車水島製作所9
生産性向上・作業改善一人だって外せるモ～ン水島製作所10
生産性向上・作業改善からくり作業台京都製作所11
工具改善簡易ジグソーカット台京都製作所12
生産性向上・作業改善楽楽返却シュータ京都製作所13
安全・環境改善絞ってしぼってポイ京都製作所14

■株式会社村田製作所
安全・環境改善（調整中）野洲事業所1
安全・環境改善（調整中）八日市事業所2

■株式会社岡山村田製作所
生産性向上・作業改善スカイキャリー23
生産性向上・作業改善（調整中）4
安全・環境改善にぎってGO！5
その他シャル ウィ チャージ6

■株式会社金津村田製作所
生産性向上・作業改善（調整中）7

作品区分作品名事業場名No.
■宇部興産株式会社

安全こじって、よしおくん宇部ケミカル工場1
安全ツメの垢落とします宇部ケミカル工場2
安全金属球の抜き出し機宇部ケミカル工場3
5Ｓボルトの在庫管理宇部ケミカル工場4
安全ライジングマシーン宇部ケミカル工場5
安全押せナイス！！宇部ケミカル工場6
点検・検査楽楽開閉札宇部ケミカル工場7
点検・検査手動弁開度見える化宇部ケミカル工場8
点検・検査IoT～どこでもラズパイ～宇部ケミカル工場9
安全ボール弁！開いてます。閉まってます。宇部ケミカル工場10
点検・検査脱着かんた郎堺工場11
点検・検査どこみてんのよ～堺工場12

■宇部物流サービス株式会社
5Ｓテープが滑るん棚！！宇部事業所13

■サントリープロダクツ株式会社
5Ｓ芋虫ころころ榛名工場1

作品区分作品名事業場名No.
点検・検査伸び伸びハンテイキ多摩川工場2
その他トラブル発生時判断フロー神奈川綾瀬工場3

■日産自動車株式会社
安全エルゴの護横浜工場(P61)1
その他在庫管理の見える化横浜工場(P61)2
安全フォ－ク詰横浜工場(P62)3
その他生産日報　電子の版横浜工場(P52）4
異常発見ジバタン栃木工場(50)5
異常発見AGV異常監視「おたすけマン」追浜工場6

■日産自動車九州株式会社
点検・検査見える化横断ウルトラクイズこたえが　みえーる!!九州工場　第１組立課1

■日立金属株式会社
その他班長ヨロコビーナ！安来工場1

■株式会社日立メタルプレシジョン
生産性向上・作業改善周辺視目視検査安来工場2
その他金型所在管理システム恵乃島事業所3

2018年7月1日現在

作品区分作品名事業場名No.
生産性向上・作業改善ＺＵＢＯＯＮ（ズボーーン）岐阜車体工業株式会社  塗装・組立部15
生産性向上・作業改善押し出し君岐阜車体工業株式会社  塗装・組立部16
生産性向上・作業改善獅子威し東海鉄工株式会社17
安全・環境改善ワンタッチ  公美子さんF塗装部K部品塗装課18
生産性向上・作業改善シート搭載機TAW （タイ）19
生産性向上・作業改善ワンタッチャマンY車体部ボデー課20
生産性向上・作業改善らくらく岡ちゃんY車体部プレス課21
安全・環境改善ムービング・ライティーI組立部技術員室22
生産性向上・作業改善クザイファーＴＡＢＭ（マレーシア）23
生産性向上・作業改善らくだな～  楽棚～Y組立部 シャシー組立課24
生産性向上・作業改善運ぶ君春翔（台湾）25
生産性向上・作業改善ゲロ・パックンS/C（インドネシア）26
生産性向上・作業改善勝手に出てクル～F組立部1組立課27
生産性向上・作業改善1つずつ取り出しラック岐阜車体工業株式会社  車体部 車体技術員室28

■トヨタ紡織株式会社
安全・環境改善安全しゃだん機トオル君 ２号機（今年はキューブ）大口製造部大口製造室1
その他LINE作業者 勝手に積ム積ムユニット部品生技部ユニット部品生技室2
生産性向上・作業改善エコ・ビューティーチェンジャー富士裾野製造部3
安全・環境改善タッチレスハンガー猿投シート製造部フレーム製造室4
生産性向上・作業改善ナット・ワッシャー切り出し君高岡工場製造部設備保全室5
その他折っちゃうぞ！コロ助刈谷製造部エレメントコイル部品製造室6
安全・環境改善切れ味良カ ッター岐阜工務部岐阜工務室7
安全・環境改善ウレタン型載せ替え君FPT生技部FPT試作室8
その他カメラスピナー豊橋工場設備保全室9

■ナブテスコ株式会社
生産性向上・作業改善ゴライアス台車2垂井工場1
生産性向上・作業改善コロコロイクみwith油 総工費35億津工場2
生産性向上・作業改善Ｇ・Ｔ・Ｒ津工場3

■日産自動車株式会社
生産性向上・作業改善おむすびころりん横浜工場(P51）1
生産性向上・作業改善操舵ね～！横浜工場(P61)2
生産性向上・作業改善楽だいしゃ横浜工場(P61)3
安全・環境改善セフティーゲート横浜工場(P61)4
生産性向上・作業改善ダストシャッター横浜工場(P61)5
生産性向上・作業改善ラッパー横浜工場(P61)6
生産性向上・作業改善踏んでみいな横浜工場(P61)7
チョコ停対策・切粉対策隠swing横浜工場(P61)8
生産性向上・作業改善ほかっといて横浜工場(P61)9
生産性向上・作業改善ひょっこり搬横浜工場(P62)10
生産性向上・作業改善他力給油横浜工場 (P62)11
生産性向上・作業改善振り分け君Jr栃木工場(M20)12
生産性向上・作業改善転がってシャキーン！栃木工場(M90)13
自社開発機器ながもっちー追浜工場14

■東風汽車有限公司
生産性向上・作業改善赤兎馬東風日産乗用車公司1
生産性向上・作業改善コインホールインワン東風日産乗用車公司2
生産性向上・作業改善「ピタッ」 と リング東風汽車部品（集団）公司3

■日産自動車九州株式会社
生産性向上・作業改善勝手に引っ付くゾウ九州工場 圧造課（アクスル組立）1
工具改善入りたいけど入れない九州工場 圧造課（アクスル組立）2
生産性向上・作業改善楽スル！九州工場 塗装課（BMPR塗装）3
生産性向上・作業改善はったり君九州工場第２組立課4
安全・環境改善ピカっと水平上手九州工場 物流課（物流）5

■日産車体マニュファクチュアリング株式会社
生産性向上・作業改善コロロロロロロ助Ⅲ樹脂工場1
生産性向上・作業改善I‘ll be back～「必ず戻る」堤工場2
生産性向上・作業改善どこでもはいるんデス本社工場3
生産性向上・作業改善あっち向いてフリー君本社工場4

■パジェロ製造株式会社
生産性向上・作業改善捲りめく日々本社工場1
生産性向上・作業改善おもてな４（オモテナシ）本社工場2

■パナソニック株式会社
安全・環境改善楽っくるんRoll 2号冷熱空調デバイス事業部1
安全・環境改善積めるんですよ～キッチンアプライアンス事業部2
生産性向上・作業改善ヒータートラップ製造革新本部3
生産性向上・作業改善ひきわりくんキッチンアプライアンス事業部4
生産性向上・作業改善フィルム貼付 楽チン整列くんランドリー･クリーナー事業部5
安全・環境改善楽々 アクセルテレビ事業部6
安全・環境改善寝かしタロ～ 起こしタロ～パナソニックAP空調・冷設機器株式会社7
生産性向上・作業改善仮多面 のりダーパナソニックAP空調・冷設機器株式会社8
生産性向上・作業改善Λ’運BiSH(らむだっしゅはこびっしゅ)ビューティ・リビング事業部9
安全・環境改善楽転スマートエネルギーシステム事業部10
安全・環境改善イッパツ！ロックキッチンアプライアンス事業部11
生産性向上・作業改善自重昇降台パナソニックサイクルテック株式会社12

■株式会社パロマ
生産性向上・作業改善トレーがとれ～る北海道工場1
工具改善コロコロローラー直方工場2
安全・環境改善金型やじろべえストッパー直方工場3
工具改善のび　のび太君大口工場4
安全・環境改善イッツ　オートマティッ君北勢工場5

■日立金属株式会社
安全・環境改善金型コロ助冶金研究所1
生産性向上・作業改善ひょいっとはん安来工場2
安全・環境改善のぼるぞう安来工場3
生産性向上・作業改善取り出し高さ一定台車安来工場4
安全・環境改善どんたっちみー安来工場5
安全・環境改善ワンぽいっと台車桑名工場6
安全・環境改善簡単で安全、外れないわ桑名工場7

■株式会社日立メタルプレシジョン
生産性向上・作業改善とーる君 2号恵乃島事業所8

■株式会社日立金属安来製作所
生産性向上・作業改善レンガ運搬親子台車9
安全・環境改善脱着らっくーだ, 楽点10

■株式会社九州テクノメタル
生産性向上・作業改善梱包PP！現場改善プロジェクト11

■藤森工業株式会社
生産性向上・作業改善（調整中）沼田事業所1
生産性向上・作業改善（調整中）沼田事業所2
生産性向上・作業改善一斗缶シューター昭和事業所3
生産性向上・作業改善タマコロロール(仮)横浜事業所4
生産性向上・作業改善ライトロンホルダー(仮)横浜事業所5
生産性向上・作業改善コロコロロール(仮)静岡事業所6


