
　第40回 全国設備管理強調月間記念行事「地区大会2012」　入賞一覧

地区 賞 会社名 事業場名 発表者 発表テーマ (敬称略）

東北 優秀改善賞 株式会社東北佐竹製作所 安藤  信太郎 塗装不良の削減

東北 優秀改善賞 YKK AP株式会社 東北事業所 引地  昌江  瀬戸  めぐみ 野縁加工部品付機のチョコ停削減

東北 奨励賞 YKK AP株式会社 東北事業所 鎌田  典之 OEM生産開始に伴う特殊ライン生産体制構築

東京 優秀改善賞 サンデン株式会社 八斗島事業所 樋口  智幸 プラネットプレート切粉残りゼロへの挑戦

東京 優秀改善賞 昭和電工株式会社 横浜事業所 深田  武志 排水処理設備の設備・プロセス総点検

東京 優秀改善賞 新神戸電機株式会社 埼玉事業所 野々村　美奈子 冷却不具合改善による電槽生産性向上

東京 優秀改善賞 株式会社富士フイルムティーピーエックス 富士宮事業所 佐藤  眞由美 製造業素人集団と一緒に歩んだTPM

東京 優秀改善賞 ボッシュ株式会社 實方  将仁 予知保全によるBM低減

東京 奨励賞 富士フイルム フォトマニュファクチャリング株式会社富士フイルム神奈川工場足柄サイト内 橋本　辰夫 定員ミニマム体制と多能工化

東京 奨励賞 富士フイルム株式会社 吉田南工場 池谷  友希 電気・計装機器を手の平に乗せて保全しよう！

東京 奨励賞 株式会社富士フイルムティーピーエックス 富士宮事業所 地田  香織 女性たちが魅せる慢性故障への挑戦

東京 奨励賞 三菱重工業株式会社 汎用機・特車事業本部 山口  紗世子、福田  未薫 ターボチャージャー総組立No.1ライン 出来高向上と作業性改善

東京 奨励賞 三菱重工業株式会社 汎用機・特車事業本部 田川   毅、林  幹夫 小型ディーゼルエンジンFD機種シリンダーヘッド出来高向上への取組み

中部 優秀改善賞 ヤマハ発動機 株式会社 生産本部 村松　重樹 アルミ溶接　チップ溶け撲滅　（チップドケ　ボクメツ）

中部 優秀改善賞 アイシン精機 株式会社 小川工場 石川　裕己 搬送ローダー油漏れ再発故障の撲滅

中部 優秀改善賞 アイシン・エィ・ダブリュ 株式会社 米澤　和晃 陽極酸化皮膜不良ゼロへの挑戦　【加工点研究及び良品条件の作りこみ】

中部 優秀改善賞 日立金属 株式会社 桑名工場 淺野　裕也 ねじ加工Ｂ列ラインのチョコ停対策による設備総合効率向上

中部 優秀改善賞 愛知製鋼 株式会社 知多工場 小坂　章寛 原因の徹底追求!!「材料下曲がりによるスカーフネック防止」

中部 優秀改善賞 株式会社 フレックスキャンパス 本社工場 佐野  英司 慢性ロスをなくせ！　電線絡まりによるチョコ停「ゼロ」へ！

中部 優秀改善賞 トヨタ自動車 株式会社 下山工場 植田　稔、徳永　英久 インジェクター測定NG低減　～次代を担う若き保全マンのチャレンジ～

中部 優秀改善賞 三菱レイヨン 株式会社 豊橋事業所 鈴木　昌也 高速の見えない敵を捕まえろ！　配管詰まりゼロ化へのこだわり

中部 優秀改善賞 トヨタ自動車 株式会社 明知工場 川村　浩幸 スタットボルト部リークNGの撲滅

中部 優秀改善賞 株式会社 デンソー 幸田製作所 古庄　強 TPMで取組んだ明日へのあたりまえ　～内製リビルト化の更なる挑戦～

中部 奨励賞 トヨタ車体 株式会社 いなべ工場 城　　貴志 設備の悲鳴を見逃すな！　～高速反応槽PH異常発生防止対策～

中部 奨励賞 株式会社 東海理化 音羽工場 間渕　久加津 黒点異物レベルUP活動による可動率向上

中部 奨励賞 プラマック 株式会社 南工場 佐藤　宗博 慢性不良対策 ブツ不良「０」への挑戦  ～既存の設備から自分達の使える設備へ～

中部 奨励賞 アイシン高丘 株式会社 岩田　好広 ノック孔バリ発生の加工点研究

中部 奨励賞 日立金属 株式会社 桑名工場 小倉　健児 ２F鋳造ライン不良率の低減　～戻り砂の安定化～

中部 奨励賞 トヨタ車体 株式会社 いなべ工場 亀垣　義人 上塗り空調装置モーター故障『０』への挑戦

中部 奨励賞 旭化成ケミカルズ 株式会社 鈴鹿事業場 阿向　雄治 粉砕機故障ゼロへの挑戦　～フラック飛散量撲滅をめざして～

中部 奨励賞 小島プレス工業 株式会社 黒笹部品工場 植村　寿典 汎用設備22mを1.9mに小型化の開発!!　　～小型実装機の同期化ライン出来高UP～

中部 奨励賞 昌和合成 株式会社 本社三好工場 永友　園子 自動ビス締め機チョコ停「ゼロ」を目指して!!

中部 奨励賞 株式会社 豊田自動織機 繊維機械事業部 林　美全、後藤　義彦 レーザータレットパンチプレス頻発停止故障低減

北陸 優秀改善賞 アイシン軽金属株式会社 布村 孝行　井波 孝志 押出機ビレットヒ－タ－故障「０」への挑戦

北陸 優秀改善賞 コマニー株式会社 池口 潤一郎 夢を知恵と工夫で勝ち取った、業界初ＷＢ（ホワイトボード）塗装へのチャレンジストーリー！

北陸 奨励賞 三菱レイヨン株式会社 富山事業所 横野　一斗 自主保全活動による製品梱包装置トラブルの削減

関西 優秀改善賞 コニカミノルタサプライズ関西　株式会社 古角　政人 トナー梱包工程のタクトタイム短縮

関西 優秀改善賞 積水化学工業 株式会社 朝霞積水工業（株） 高木　貴人 射出成形機　粉漏れゼロ

関西 奨励賞 ヤマウチ 株式会社 京都長田野工場 福山　陽司 維持管理は製造・保全一体で、これで安心、高負荷Aランク設備

中国・四国優秀改善賞 住友化学株式会社 愛媛工場 本藤　遼 溶媒使用量削減への挑戦　～3ヶ年計画の軌跡と展望～

中国四国 優秀改善賞 マツダ株式会社 本社工場 糸原　剣一 マシニングセンタ管理活動　～設備起因による品質不良撲滅～

中国四国 奨励賞 旭化成ケミカルズ株式会社 水島製造所 辛山　利恵 T-501現場液面計　指示異常の改善

中国四国 奨励賞 マツダ株式会社 本社工場 上田  国治 クリヤーロボット吹付け条件の見直し　～オーバースプレーを減らそう～

西日本 優秀改善賞 三和酒類株式会社 本社山本工場 田中　智子、小野　絵里香 SMART-TPMによる 中仕切り挿入機トラブル撲滅

西日本 優秀改善賞 昭和電工株式会社 大分コンビナート 麻生　貴章 造粒プラントロータリーバルブ故障ゼロ化・安定運転化への取組み

西日本 優秀改善賞 トヨタ自動車九州株式会社 宮田工場 濱田　力弥 タイヤ自動締付機　締付時の品質不具合撲滅

西日本 優秀改善賞 三菱化学株式会社 黒崎事業所 安田  将規 乾燥機の運転安定化

西日本 奨励賞 TOTO株式会社 衛陶生産本部 小倉衛陶製造部　 岩崎  達也 欧州向け壁掛け腰掛便器早期立ち上げの件

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 下久保　勝也 大割場フード可動部改善


