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ご挨拶・開催概要

【からくり改善くふう展2016】出品のおすすめ

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

当会には、平素より格別のご支援を賜わり厚くお礼申し上げます。

さて当会で開催させていただいております標記【からくり改善くふう展】におきましては、毎回約5,000

名を超える方にご来場いただき高い評価をいただいております。

【からくり改善くふう展】は⽇ごろから疑問に思っていた業務の不具合について⾃ら考え、制作した低コス

トで、きめの細かい効果的な改善作品（段取り時間の短縮改善、搬送⽅法の改善、切粉の処理⽅法の改善、

目で⾒る管理改善など）、あるいは、最近重要となってきている環境に関する改善作品（騒⾳、粉塵、暑熱

処理など）など製造⼯場で⽣まれたアイディアを⼀堂に集め展⽰いただくものです。

また、【製造現場における「⾒える化」改善展】は、現場改善として広く取り⼊れられる「⾒える化」

「目で⾒る管理」改善の事例をポスターセッション形式などで展⽰することにより、「⾒える化」改善の更

なる進化とオペレーターのレベルアップを目的として開催しております。

改善作品の展⽰やセミナーなどを通じて、ご参加のみなさまのお役に⽴てるイベントとして、参加企業の

意識の向上および、技術・技能のレベルアップを図るとともに、各社様の交流が図れるものと確信しており

ます。

つきましては、応募要項をご参照のうえ、ぜひとも貴社よりご応募くださいますようお願い申し上げます。

敬具

公益社団法人日本プラントメンテナンス協会

専務理事 鈴置 智

開催概要

名 称

開 催 場 所

開 催 日 時

作 品 の 搬 入
作 品 の 搬 出

主 催

会場設営事務局

からくり改善®くふう展2016/製造現場における「⾒える化」改善展2016

パシフィコ横浜 展示ホールC･D
〒220-0012 神奈川県横浜市⻄区みなとみらい1-1-1
【会場HP】http://www.pacifico.co.jp
【アクセス】みなとみらい線みなといらい駅 徒歩約3分

2016年9月29日（木）10：00~16：30
2016年9月30⽇（⾦）10：00~16：00

2016年9月28日（水）13：00~17：00
2016年9月30⽇（⾦）16：00~18：00

公益社団法人日本プラントメンテナンス協会
〒105-0011 東京都港区芝公園3-1-22 ⽇本能率協会ビル6階

TEL：03-5733-6900 E-mail：jigyo@jipm.or.jp

株式会社博展
〒104-0045 東京都中央区築地1-13-14 NBF東銀座スクエア5階

TEL：03-4578-5874 E-mail：karakuri@event-supporter.jp

（2016年7月1⽇（⾦）〜9月30⽇（⾦） 平日10：00〜18：00）
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【提出2・3：作品詳細申込書】 提出先：JIPM ※P.4・5参照
ブースのアピールポイント・作品名・作品区分・作品の種類・動⼒源・⼒の伝達機構・概要をご記⼊の
うえご提出ください。
作品詳細にご記入いただく内容は、参加申込みパンフレットや当日の配布物に
使用させていただきますので、ご承知おきください。
また期⽇までに全作品の詳細が決まらない場合は決定事項のみご記⼊いただき、⼀度ご提出ください。
※作品詳細の最終確認は8月上旬にメールにてご案内いたします。

【荷物の発送について】 ※P.12参照
宅配便にてお荷物を搬⼊される出品企業様は9月28日（水）AM必着として発送ください。

特別招待券・作品説明員パスなどの発送
搬⼊出⾞輌許可証の配信

会場レイアウトの配信

【提出6：危険物持込貯蔵・取扱申請書】 提出先：博展 ※P.10参照
危険物のお持込みがある場合は、ご記入のうえご提出ください。

【提出7：出品に関する連絡書】 】 提出先：JIPM ※P.6参照
特別招待（1社につき1名1日分）、当日の作品説明員（1作品につき2名以内・昼食付）、
記念品（楯：1社につき1個）の記載文字、作品の搬入・搬出について
ご記入のうえご提出ください。
※出品枠招待券は出品作品数、ブース数に応じて連絡担当者様へお送りいたします。

参加募集パンフレットをホームページ・DMで告知開始

【提出1：出品申込書】 提出先：JIPM ※P.4参照
出品予定作品数・必要なブース幅などをご記入のうえご提出ください。

全体スケジュール・提出書類一覧
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下記は、からくり改善くふう展2016/製造現場における「⾒える化」改善展2016 当⽇までの流れとなります。

詳細は、各々の参照ページをご確認ください。

各申込書は、からくり改善くふう展専用ホームページよりダウンロードいただき、ご記入のうえご提出ください。

http://www.jipm-topics.com/contact/kr2016_exhibition/

作品詳細申込書

5月31日（火）

出品申込書

4月22⽇（⾦）

使用機材・レイアウト図申込書

有料追加備品申込書

7月29⽇（⾦）

荷物の送付

9月28日（水）
AM必着

危険物持込貯蔵･取扱申請書

出品に関する連絡書

8月15日（月）

JIPM事務局予定

6月下旬

JIPM事務局予定

8月中旬

JIPM事務局予定

9月上旬

2016

【提出4：使用機材・レイアウト図申込書】 提出先：博展 ※P.7~8参照
当日の使用機材（①机・椅子等の備品、②電源、③エアー）をご記入のうえご提出ください。

【提出5：有料追加備品申込書】 提出先：博展 ※P.9参照
有料備品をご希望の場合はカタログをご参照のうえお申し込みください。



出品お申込みについて

出品申込・作品詳細申込要項
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出品作品の内容について

【出品作品例】

a.目で⾒る管理

メーターの限界表示、バルブの開閉表示、3点セットの改善、ボルトのアイマークなど

b.生産性向上・作業改善

段取り時間の短縮改善、Oリング・ナットなどの1個取出し、部品供給の改善、物流改善、搬送⽅法の改善、治具

のワンタッチ化、部品の手元化、起動スイッチの改善など

c.自社開発機器

設備診断機器、検査装置、寸法測定機器、ポカヨケ装置、搬送装置など

d.工具改善

作業に合わせた⼯具の改善、⼯具の置き⽅・管理の⽅法の改善など

e.安全・環境改善

ヒヤリハット対策、安全柵の改善、⾳・粉塵・熱・照度の対策、重筋作業の改善など

f.チョコ停対策・切粉対策

刃具の寿命延⻑・交換時間短縮、切粉の処理⽅法の改善、局所カバーの⼯夫など

g.清掃道具の改善

清掃困難個所・清掃時間短縮のための道具改善、清掃服の工夫など

【下記を使用した作品

】 【作品区分】
a.1個取り出し
b.目で⾒る管理
c.ワークの払出し
d.運搬
e.段取り替え
f.飛散防止
g.安全対策
h.チョコ停対策
i.自社開発機器
j.工具改善
k.その他

【作品の種類】
・改善現物
・パネル
・ミニチュア
・ビデオ
・その他

【動⼒源】
①重⼒

②弾⼒性

③他動⼒（設備の動き）

④圧⼒

⑤⼈の⼒

⑥浮⼒

⑦磁⼒

⑧電⼒

⑨摩擦⼒

⑩静電気⼒

⑪その他・該当なし

【⼒の伝達機構】
①テンビン・テコ
②⻭⾞・滑⾞

③カム機構
④リンク機構
⑤突出しレバー・ガイドレール
⑥光・音・振動
⑦糸・ひも・棒・木材・鉄
⑧ねじ（らせん）
⑨コロ・ローラー・階段
⑩シューター
⑪こま・風⾞

⑫真空・水位の差
⑬温度上下の差

⑭液体の渦巻き
⑮分離・付着

⑯その他・該当なし

出品展示会・出品企業名・事業場名・共同出品企業名・出品予定作品数・必要なブース幅などを

ご記入のうえ、ご提出ください。

※出品企業名・事業場名・共同出品企業名は、当日の配布物・看板等に使用させていただきますので、

正しくご記入ください。

※出品予定作品数・必要なブース幅が決定していない場合は、ご予定の最大数をご記入ください。

提出1：出品申込書 提出期限：4月22⽇（⾦）

からくり改善くふう展

提出2・3：作品詳細申込書 提出期限：5月31日（火）

作品詳細申込書はからくり改善くふう展用と製造現場における「⾒える化」改善展⽤に分かれておりますので、

該当する方にご記入のうえ、ご提出ください。

2016



作品詳細申込要項
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【出品作品例】

①改善・工夫をした現物・内容を展示（掲示）
a．問題点の⾒える化

ロス、正常・異常、危険要因、作業、在庫などの⾒える化事例

b．結果の⾒える化

改善成果、コスト、活動状況などの⾒える化事例

c．知識の⾒える化

手順、熟練者作業、ノウハウ、スキル、などの⾒える化事例

d．プロセスの⾒える化

保全計画、⼯程（モノの流れ）、作業進捗などの⾒える化事例

e．目で⾒る管理

管理帳票、ワンポイントレッスン、技能伝承シートなどの目で⾒る管理ツール

②ビデオ放映・写真（パネル）の展示

a．ビデオ：自主保全活動、チョコ停対策、ベテランの技術・技能の伝承

b．写真（パネル）：職場のホットコーナー、クリーンな職場づくり

③TPM推進ツールの展示

a．TPM推進グッズ：自主保全活動ツール、各種認定シール、TPMバッジ、各種チェックシートなど

④その他

a．教育教材：オペレーター用教育教材、設備総点検用教育教材、PM分析教材など

b．予備品管理⽅法の改善：予備品の発注点⽅式、置き⽅の改善など

c．管理・間接部門の改善：⼿づくり道具（業務に合わせた事務⽤品の改良）、事務所のレイアウト変更、

ワークステーション、巻き紙分析など

d. 技術技能評価・技能作品：技能スキル評価法、カットモデルなど

e. その他、活動の中から誕生した各種改善

【下記を使用した作品】

【作品区分】
1．安全
2．点検・検査
3．5Ｓ
4．異常発⾒
5．教育
6．その他

【作品の種類】
・パネル
・ビデオ
・現物
・ミニチュア
・その他

製造現場における「⾒える化」改善展

2016



出品概要

6

出品の概要

出品企業様には、お礼として、ご招待、出品作品のDVD制作、記念品の準備をしておりますので、

ご記入のうえ、ご提出ください。

【特別ご招待】

1社につき1名1日分をご招待いたします。

ご記入いただいた送付先へ9月上旬に当会から招待券を直接お送りいたします。

【出品枠ご招待】

ご出品いただく作品数、ブース数に応じて、下記の人数をご招待いたします。

※出品作品数、ブース数に応じて、9月上旬に当会から招待券を直接連絡担当者様へお送りいたします。

からくり改善くふう展

製造現場における「⾒える化」改善展

【当日の作品説明員】

作品説明員は、1日につき1作品2名まででご記入ください。

当日ご説明いただく方には、説明日のご昼食（お弁当）をご用意しております。

【出品作品のDVD制作】

ご出品のお礼と感謝の意を込め、ご出品記念といたしまして、出品作品のDVDを制作させていただきます。

このDVDは、自社ブースの作品のみを収録し、編集の後、12月中旬頃連絡担当者様宛に送付いたします。

収録は開催期間中に撮影させていただきます。

1企業あたりの撮影時間は約10~15分程度で、ブースのご紹介と出品作品のうち1作品についてご説明いただく

内容となっております。

収録希望日がある場合は、ご記入ください。時間指定はできません。

なお、希望日が偏った場合は、ご相談させていただきます。

【楯のお贈り】

お礼として、1社1個の出品記念の楯をお贈りいたしますので、記載する会社名・事業場名をご記入ください。

当日会場にてお渡しします。

【作品の搬入・搬出】

搬入出方法・時間帯をご記入ください。

【表彰式について】

9月30⽇（⾦）午後 セミナー会場にて

※お時間・詳細は決定次第お知らせいたします。

表彰

参加者の投票、および当会選任審査員の審査により、賞を決定し表彰させていただきます。

提出7：出品に関する連絡書 提出期限：8月15日（月）

2016

出品作品数 ご招待日と人数

出品作品数1作品につき
各日1名（計2名）

※例10作品の場合 計20名

※参加料⾦無料ですが、会場までの交通費や

宿泊代は各自でご負担ください。

出品ブース ご招待日と人数

出品ブース1社につき
各日5名（計10名）

※例1ブースの場合 計10名

※参加料⾦無料ですが、会場までの交通費や

宿泊代は各自でご負担ください。



展示について
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ブース基本様式

【からくり改善くふう展のブース展⽰風景（例）】

提出4：使用機材・レイアウト図申込書 提出期限：7月29⽇（⾦）

基本様式は、下記のとおりです。
使用機材を配置し、レイアウト図を作成のうえ、ご提出ください。

2016

コンセント（100Ｖ）、エアー、

テーブル（⽩布巻き）、イスは無料です。

無料備品のお申込みは【提出4】使用

機材・レイアウト図申込書で

お申込みください。



展示について
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展示の注意事項

●システムパネルには、釘・画鋲を打つことができません。

説明パネル等は、会場設営事務局にてチェーン・フック

の貸し出しを⾏っておりますので、ご利⽤ください。

また、ポスターについては、ベルクロ（マジックテープ）を

ご用意しております。

●重量物をパネルに⽴て掛けることはできません。

●企業、または事業場ごとにブースを設けて展示していた

だきます。作品の説明・操作担当者をご派遣ください。

●作品の搬入・展示・取外し・搬出は、出品企業様にて

お願いいたします。

●テレビ、DVDデッキ、パソコン、プロジェクター、PC用モニ

ターが必要な場合は、出品企業様にてご準備ください。

（有料にてお申込みいただくことも可能です。

【提出5：有料追加備品申込書】にてお申込みください。）

エネルギーの供給について

【電源】

電源はコンセントでの供給となります。（100V)

【エアー】

エアーは、カプラーでの供給となります。

規定風量は、300ℓ/分です。

▼供給カプラー仕様

2016



展示について
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有料追加備品カタログ 提出5：有料追加備品申込書 提出期限：7月29⽇（⾦）

有料備品は、下記のとおりです。
ご希望の場合は、【提出5：有料追加備品申込書】をご提出ください。

※表示価格は全て税別です

2016

B:⻘ A:赤

※机1台につき、白布を1枚巻いてあります。

それ以外に必要な場合はお申込ください。

750

A4 3段

750

990

990 990

495

495

1000

750

990990



装飾・造作物の注意
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火気・危険物の取り扱い

会場内での裸⽕の使⽤、危険物の会場内への持ち込みは禁⽌されています。

出品物の都合上、やむを得ず裸⽕または危険物の使⽤が不可⽋となる場合には、事前に所轄消防署⻑に申請し、

「禁⽌⾏為解除承認」の許可が必要となります。

【提出6：危険物持込貯蔵・取扱申請書】と小間平面図（該当する危険物の展示位置、消火器等の設置位置を

明示したもの）および出品物のカタログ2部をご提出ください。

※申請内容により、展示実演ができない場合があります。

※追加申請はできませんので、指定期日までに必ず書類をご提出ください。

※危険物を持ち込んだ場合は、10号以上の消火器等の設備の設置が義務づけられます。

※高圧水素・プロパンガスの持ち込みは禁止されております。

※⾞両を展⽰する場合は、ガソリンの総量は⾞両1台あたり5リットル未満としてください。

搬入・施工日の9月28⽇（⽔）に消防署の査察が⾏われます。

【提出6：危険物持込貯蔵・取扱申請書】を提出された出品企業様は、必ず火気を使用する器具・危険物等の

設置を終え、ブースでの待機をお願いします。

消防署の査察が終了するまで、⽕気の使⽤はできませんのでご注意ください。

火気・危険物の種類

●第三石油類（A重油、マシン油など）

●第四⽯油類（ギヤー油、潤滑油など）

●第一石油類（ガソリン、シンナーなど）

●動植物油類（変性アルコール、食用油など）

●その他⽕気（裸⽕）、危険物品など ※スプレー缶・インク油・塗料なども含まれます。

※ご不明な点は、会場設営事務局までお問い合わせください。

提出6：危険物持込貯蔵・取扱申請書 提出期限：8月15日（月）

2016
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搬入・搬出について

【搬入期間】 9月28日（水） 13:00~17:00

●17:00までに設営が終了できますよう、ご協⼒をお願いいたします。

●電気・エアーの供給は、15:00頃からとなります。

●搬入口では、順番待ちが生じる可能性がございます。

【搬出時間】 9月30⽇（⾦） 16:00~18:00

●搬出完了は、18:00を目安に⾏ってください。

●搬出口シャッターは、16:30に開放いたします。

搬入・搬出スケジュール

⾞輌による搬入出には、搬⼊出⾞輛許可証が必要です。

●⾃社で独⾃にご⼿配のトラックやバン等の配送⾞には、業務駐⾞場への乗⼊れ時に、

「搬入出⾞輛許可証」が必要になります。

●「搬入出⾞輛許可証」をお持ちいただかないと、業務駐⾞場には⼊れませんので、ご注意ください。

●「搬入出⾞輛許可証」は、当会より、9月上旬にメールにて送付いたします。

搬⼊出⾞輛許可証について

●業務駐⾞場および搬⼊⼝には、⾞輛の高さの制限はございません。

●開催期間中の駐⾞はできませんので、駐⾞をご希望の⽅は近隣の有料駐⾞場をご利⽤ください。

●搬入⼝から展⽰会場へは、直接搬⼊⾞（中型トラック等）で乗り⼊れが可能です。

その際は、係員の指示に従い、安全に十分ご配慮ください。

●フォークリフト（運転手なし）を2台ご用意しております。（利⽤⽅法は、P13を参照ください。）

●台⾞につきましてもご⽤意がございますが、数に限りがございますので、譲り合ってご利⽤ください。

●会場内の⽚付けや搬出は⼀⻫に⾏うことになりますので、フォークリフトや搬出⼝で順番待ちが⽣じる可能性がございます。

急がず安全にお願いいたします。

搬入・搬出における注意事項

2016
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宅急便について

【発送方法】

荷物の未達・紛失事故を防ぐため、「お荷物ラベル」を必ず荷物に貼り付けてご配送ください。

※受取り忘れに関して、事務局では責任を負いかねます。

【荷物必着日】

9月28日（水）AM必着とご明記ください。

※必着日の3~4日前までにご発送ください。

【イベント終了後の荷物】

荷物の搬出に宅配便をご利⽤いただけます。（ヤマト運輸宅急便、着払いのみ）

会場出口付近コンコースにカウンターを設置いたしますので、ご利⽤ください。

なお、9月30⽇（⾦）出品社説明会時に着払い伝票をお配りいたします。

伝票が不⾜している場合は、会場設営事務局にお問い合わせください。

【ご利⽤上のご注意】

●A＋B＋C＝160cm、重量25~30kg程度でお願いします。

●大きさ、重さのどちらか一方が超えている場合は、超えている方のサイズの扱いになります。

●160cmサイズを超えるお荷物の場合は事前に必ず会場設営事務局、ヤマト運輸または、

各運送業者とご相談ください。

【発送時の注意】
※着払い・クール便での発送は不可とさせていただきます。
※荷物の紛失・損失についての責任は負いかねます。

トラブルが発生した場合は、出品企業様でご対応いただきますので、
当日は発送伝票「お客様控え」を必ず会場へお持ちください。

※開梱、梱包は自社ブース内で⾏い、通路上、⼜は他社の迷惑となる場所での作業はご遠慮ください。

【配送先】
〒220-0012
神奈川県横浜市⻄区みなとみらい1-1-1 
Tel：045-221-2121
パシフィコ横浜 展示ホールC・D
からくり改善くふう展2016/製造現場における「⾒える化」改善展2016

出品社名：○○ ブースNo：○-○

宅配便で荷物を発送される出品企業様は【提出7：出品に関する連絡書】に必要事項を記入し、

下記の方法で発送をお願いいたします。

2016



搬入日の詳細・ご注意事項
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搬入スケジュール

〜13：00 主催者工事

13：00 搬入開始、各ブース作業開始

13：00〜17：00 各種レンタル備品・配布物の受け渡し

13：00〜 荷物の配布（各運搬業者より直接）

15：00頃 電気通電、エアー供給開始予定

17：00 各ブース作業終了時間

2016

発送済み荷物の受け取り方法

13時より、各運搬業者より直接荷物を各ブースへお持ちいたします。

随時お配りいたしますのでお待ちくださいますようお願いいたします。

万が一15時になっても届かない場合は、会場設営事務局までお申し出ください。

その際、発送伝票「お客様控え」を必ずお持ちください。

フォークリフトのご利⽤

１．会場設営事務局までお越しください。鍵貸出台帳にご記入いただきます。

↓

２．鍵をお渡しします。

↓

３．フォークリフトをご利⽤いただきます。

↓

４．駐⾞スペースにフォークリフトを戻していただきます。

↓

５．ご利⽤後は会場設営事務局まで鍵をご返却ください。

当日13時より利⽤可能になります。

ご利⽤は、ご記⼊順となります。

順番になりましたら、携帯電話へお呼び出しさせていただきます。

各種レンタル備品・配布物の受け渡し

下記のものを会場設営事務局にてお配りしておりますので、

お⽴ち寄りくださいますようお願いいたします。

時間 13：00〜17：00

【会場設営事務局でのレンタル備品・配布物】

●作品番号表示

●各種表示（特許申請中、特許申請済、撮影禁止、休憩中、

手を触れないでください）

●施工必要物（パネル取り付け用Ｓ管・チェーン、ベルクロ、

ガムテープ、はさみ、カッター、ペン、台⾞など）



会期・搬出日の詳細・ご注意事項
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出品社説明会

当日の注意事項等をご説明いたしますので、必ず各社１名ずつご参加ください。

【日時】 9月29日（木）、９月30⽇（⾦） 9：15〜9：30

【場所】 セミナー会場

2016

記念品・お弁当の受け渡し

記念品：⽇本プラントメンテナンス協会より会期中に各ブースまでお渡しに伺います。

お弁当：出品社様専用の休憩所に11時までにご用意しております。

お席もご用意しておりますので、本休憩所にてお召し上がりください。

※来場者⽤の昼⾷会場（有料）とはことなりますのでご注意ください。

※説明員人数分をご用意しております。

※15時までには撤収いたしますのでご注意ください。

宅配伝票の配布

9月30⽇（⾦）の出品社説明会にて、必要枚数分を配布いたします。

必要枚数は、当日お申し出ください。

上記以降に必要となった場合は、会場設営事務局にて配布しておりますのでお⽴ち寄りください。

宅配便のご利⽤

9月30⽇（⾦）16：15頃より会場出口付近コンコースにヤマト運輸が、特設集荷場を設置します。

※発送物は、出品社様ご自身にてお持ちください。

※着払い対応のみとなりますので、ご注意ください。

※ヤマト便は事前申請が必要となりますので、【提出7：出品に関する連絡書】にてご連絡ください。

搬出スケジュール

16：00 会期終了

16：30 搬出⼝シャッターオープン（⾞輛搬⼊可能です）

18：00 搬出完了目安

搬入出口にフォークリフト受付用事務局を用意しておりますので、お越しください。

ご利⽤の流れは搬⼊時同様となりますので、Ｐ13をご覧ください。

フォークリフトのご利⽤


