
2021/11/8-26 オンライン
賞 会社名 作品名

最優秀からくり改善賞 トヨタ自動車株式会社 K-ロック

株式会社豊田自動織機 セットでどうぞ

三菱自動車工業株式会社 らくらくポイ太郎

株式会社アイシン NICOIREDO64~大回転！スライドブラザーズ 

株式会社デンソー岩手 誰にでもやさしいLIFO式洗浄機『雷風凰』

トヨタ紡織九州株式会社 キャッチ＆リリース

日産車体マニュファクチュアリング株式会社 決まった！製品宙返り半回転ひねり

マツダ株式会社 マルチスピード搬送シュート

愛知機械工業株式会社 テープ貼りは、まかせてチョウダイ！Part2

株式会社デンソー 押っす！縛楽ぅ～

日産自動車株式会社 ラクラク載せ替えかんた郎

日産自動車九州株式会社 からくり台車　てこるん

株式会社村田製作所 テクダンディズム

ヤマハ発動機株式会社 からくり一斗缶運搬台車

愛知製鋼株式会社 ベアリング増星

株式会社ジェイテクト CVJ スナップリング供給装置

株式会社東海理化 ２箱積みシューター

豊田合成株式会社 水平はマスト！

トヨタ自動車東日本株式会社 バック　トゥ・ザ　ヒーター

トヨタ車体株式会社 Frﾊﾞﾝﾊﾟｰくるりんぱ

パナソニック株式会社 安全第一!　とりでら君（取出楽君）

サントリープロダクツ株式会社 拭くは内

スズキ株式会社 やっとこ挟ん太郎

光精工株式会社 ポカ娘～タリナイダーメー～

定数・定量取出しコンテスト　金賞 トヨタ紡織滋賀株式会社 定量…出てこいや！！2021

株式会社アイシン ジャスティン★カッター

マツダ株式会社 ナットスライダー

賞 会社名 事業場名

宇部興産株式会社 宇部ケミカル工場

追浜工場

横浜工場

製造現場における「見える化・IoT」改善展2021  受賞一覧

協会特別賞
日産自動車株式会社

定数・定量取出しコンテスト　銀賞

ネーミング賞

第26回 からくり改善くふう展2021  受賞一覧

優秀からくり改善賞

協会特別賞

アイデア賞

努力賞



2021/3/23-26 オンライン
賞 会社名 作品名

最優秀からくり改善賞 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社
（現：株式会社アイシン） 全集中！ワッシャー整列の呼吸

日産自動車株式会社 ねらってピタッとチルト君

マツダ株式会社 PON!!とタピオカ プラグ ティー

アイシン精機株式会社
（現：株式会社アイシン） 知恵の和

シスメックス国際試薬株式会社 お助けペダル

株式会社デンソー ⼥性にもやさしい運搬台車「定点取りトリトン」

トヨタ車体株式会社 回転式渦輪ﾊﾟﾙｽ空調機「くる輪パ‼」

日産車体マニュファクチュアリング株式会社 検出するぞ しまうまくん

愛知機械工業株式会社 テープ貼りは、まかせてチョウダイ！

光洋機械工業株式会社 カメラ検査だよ！全員整列！！

豊田合成株式会社 指差し呼称ホルダーＳＤ

トヨタ自動車株式会社 プラネタリ組付け治具

株式会社豊田自動織機 ジャスト イン オイル

パナソニック株式会社 からくりインバータ

株式会社フジコーポレーション 密です‼Eリングディスタンス

宇部興産株式会社 コロナ対策！～スマート体温測定器～

株式会社ジェイテクト 部品供給装置の標準自動化

日本精工株式会社 からくり台車初号機「リフト＆シューター」

サントリープロダクツ株式会社 お金ないもん

大日本印刷株式会社 菌滅の呼吸

手押し台車コンテスト　金賞 スズキ株式会社 たまには横に動きたい

トヨタ車体株式会社 ワンタッチマジックホイール

トヨタ紡織株式会社 空上げクン

※3/26時点の社名記載しております

手押し台車コンテスト　銀賞

からくり改善くふう展オンライン（第25回 からくり改善くふう展2020） 受賞一覧

優秀からくり改善賞

協会特別賞

努力賞

アイデア賞

ネーミング賞



2019年10月30-31日 パシフィコ横浜

賞 会社名 作品名

優秀からくり改善賞 マツダ（株） 「おぉ！そこっ！搬送ないって！」

トヨタ自動車東日本（株） ポンプからくり自働搬入装置

（株）豊田自動織機 Rak Tok （楽徳）

アイシン・エィ・ダブリュ（株） You For Catcher～あなたの心をわし掴み～

（株）デンソー YOKOHAMA BAY ローラー

トヨタ自動車九州（株） 楽にナット～

トヨタ車体（株） キャタピーダビットソン

日産車体マニュファクチュアリング（株） お届け鉄球便

コベルコ建機（株）
「かぱぁ」と都合のいい台車 ～スライドワイドトロ
リー～

（株）ジェイテクト トリプルA With バランサー

ジヤトコ（株） 引掛けむーぶ

（株）デンソーダイシン ロコモーション クリーナー

トヨタ自動車（株） からみスッキリ ～スナップリング整列装置～

パナソニック（株） フットペだウン

アイシン精機（株） 安さん、楽さん、助けておやりなさい

Toyota Kirloskar Auto Parts Private Ltd. エコ からくり

豊田合成（株） Ｓサイズ フィーダー

トヨタ紡織（株） パットロック

日産自動車（株） ハイブリット搬送車

本田技研工業（株） ３－２＝１

（株）アルキャスト 熱投後支援

Siam Toyota Manufacturing Co., Ltd. 押ーす 観音

マツダロジスティクス（株） こりゃええわ～

手押し台車コンテスト 金賞 マツダ（株） PullPull（プルプル）でGO!!

ダイハツ工業（株） 台斜

（株）豊田自動織機
我ら！「 三 重 糸！」1つは全てのために全ては
1つのために

賞 会社名

優秀見える化・IoT改善賞 日産自動車（株） 設備点検の効率化

優秀見える化・IoT改善賞 サントリープロダクツ（株） 目でみてわかる管理

宇部興産（株） お手軽IoT 1万円でできる稼働データ収集

マツダ（株） 自給槽

手押し台車コンテスト 銀賞

特別賞

第24回　からくり改善くふう展2019 受賞一覧

優秀からくり改善賞

協会特別賞

努力賞

アイデア賞

ネーミング賞

製造現場における「見える化・IoT」改善展2019 受賞一覧



2018年10月25-26日 ポートメッセなごや

賞 会社名 作品名

優秀からくり改善賞 マツダ（株） ゲージの中のゲージたち・・・出てこいや!

トヨタ自動車九州（株） 空舟

（株）豊田自動織機 からくりＰＡＰＰ

アイシン・エィ・ダブリュ（株） シャカ・シャカ・ポン

（株）デンソー グローバルワークショップ

豊田合成（株） フリームーブ＆剣山

トヨタ自動車東日本（株） 同期で移ルンです！！

パナソニック（株） どんだけ～1コウ（1号）

アイシン精機（株） たつ巻君

（株）ジェイテクト W one

トヨタ自動車（株） ぜんまい回生KERS＃９５

トヨタ紡織（株） エコ・ビューティーチェンジャー

本田技研工業（株） ボルト整列ひょっこりさん

マツダ（株） マッハ締付けジョーズ（まっはしめつけじょーず）

SIAM TOYOTA 
MANUFACTURING CO., LTD

シリンダブロック スリッパ取り外し装置

ジヤトコ（株） バンド切リン

スズキ（株） らくらくハンド

トヨタ車体（株） 運ぶ君

日産自動車（株） 振り分け君Jr

（株）ミツバ からコロ君

（株） 三五 勝手に入っちゃう

（株）デンソー福島 押っす！オラ「楽ぅ」

トヨタ自動車北海道（株） ムーブエレベーター“勝手にカエルくん”

手押し台車コンテスト 金賞 （株）アイチコーポレーション おむすび コロコロ！

スズキ（株） カクカク君

宮川化成工業（株） リフ田よいしょ君

賞 会社名 作品名

愛知県知事賞 東久（株） 誰でも貼れるもん

賞 会社名 作品名

優秀見える化・IoT改善賞 日産自動車（株） エルゴの護

優秀見える化・IoT改善賞 日立金属（株） 周辺視目視検査

宇部興産（株） IoT～どこでもラズパイ～

サントリープロダクツ（株） トラブル発生時判断フロー

手押し台車コンテスト 銀賞

愛知県知事賞「からくり改善技術普及部門」

製造現場における「見える化・IoT」改善展2018 受賞一覧

特別賞

第23回 からくり改善くふう展2018 受賞一覧

優秀からくり改善賞

協会特別賞

努力賞

アイデア賞

ネーミング賞



2017年9月28-29日 ポートメッセなごや

賞 会社名 作品名

優秀からくり改善賞 （株）デンソー フレンドリー ワークショップ

アイシン・エィ・ダブリュ（株） ギザギザチェッカーズ

日産自動車（株） 踏んでごらん・・・♡？

ジヤトコ（株） ドッキングアップ

トヨタ自動車（株） ＰＰＩＫ

トヨタ自動車東日本（株） ブロックＡｓｓｙ自働移載機

豊田合成（株） カルガモ けん引台車

マツダ（株） ふりわけくん

アスモ（株） ＦＵＴＡ昇（ふたのぼる）くん

（株）ジェイテクト スチールコースター

トヨタ紡織（株） 安全しゃだん機トオル君

トヨタ車体（株） 実空台車

日東電工（株） パレキング

ﾊﾟﾅｿﾆｯｸAPｴｱｺﾝ広州有限公司 広州攀的（広州パンダ）

アイシン精機（株） BOX LOVERS ～別れと再会～

カルソニックカンセイ（株） フレキシブルがっちゃん

Toyota Kirloskar Auto Parts 
Private Ltd. /TKAP

DOCO-でも 台車/DARE-でもリフター

トヨタ自動車九州（株） 一筆書き流しシューター

（株）豊田自動織機 天嬢（井）エレベーターガール

本田技研工業（株） ハンドパワ－無用キテマス！

サントリープロダクツ（株） 逆襲の台シャア

トヨタ自動車東日本（株） クレーン吊り具装置 「タコ足君」

マツダ（株） IN THE ナットリ君

手押し台車コンテスト 金賞 コベルコ建機（株） 神ってRUN

ダイハツ工業（株） The 台車

マツダ（株） 両手でGO

賞 会社名 作品名

愛知県知事賞 大信精機（株） 添油（そうゆ）

賞 会社名 作品名

優秀見える化改善賞 日産自動車（株） 安全の見える化

優秀見える化改善賞 旭化成マイクロシステム（株） 動いてますよ～元気玉

宇部興産（株） お～い！今バルブ何回転？

ナブテスコ（株） PLAPAVIA

手押し台車コンテスト 銀賞

愛知県知事賞「からくり改善技術普及部門」

製造現場における「見える化」改善展 受賞一覧

特別賞

第22回 からくり改善くふう展2017 受賞一覧

優秀からくり改善賞

協会特別賞

努力賞

アイデア賞

ネーミング賞



2016年9月29-30日 パシフィコ横浜

賞 会社名 作品名

優秀からくり改善賞 トヨタ車体（株） バンパーさんいらっしゃい

トヨタ自動車東日本（株） のこぎり君

日産自動車（株） スイングシュート

アイシン・エィ・ダブリュ（株） くるくるポンッ！

ジヤトコ（株） 吸チャックマン

トヨタ自動車（株） 耐震棚！アームでロック

パナソニック（株） 楽に前から取りましょう

本田技研工業（株） ど-きんずErina号

アイシン高丘（株） すねぇーく！

（株）岡山村田製作所 スカイキャリー

カルソニックカンセイ（株） KODAMA流改善② ECOmpressor（エコンプレッサ）

豊田合成（株） ぶるぶる整列機

マツダ（株） 安心してくださいー巻いてますよ

マツダロジスティクス（株） くるりんぱ

（株）デンソー ハウジングセンター

Toyota Kirloskar Auto Parts Private 
Ltd. （TKAP）

どこでも Ｑ(球) ちゃん

トヨタ自動車北海道（株） まわ～る君

トヨタ紡織（株） 快足台車

Toyota Motor Manufacturing Canada 
Inc. （TMMC）

ハンズフリー からくり

日産自動車九州（株） ねじ拾っ太郎

アイシン精機（株） 肩★腰 ド楽エ君

（株）三福 フタ離の合ランド

デンソートリム（株） 雷おやじリフター

アイシン精機（株）

アイシン高丘（株）

マツダ（株） 本社工場 車体製造部

マツダ（株） 防府工場 西浦地区

多作品出品賞 トヨタ車体（株）

手押し台車コンテスト 金賞 コベルコ建機（株） くる²ＣＯＯＬ君

手押し台車コンテスト 銀賞 トヨタ自動車（株） たまにクラブ

手押し台車コンテスト 銀賞 トヨタ車体（株） Dゥ リフター

会社名
日産自動車（株）
日産自動車九州（株）

サントリープロダクツ（株）

宇部興産（株）

北海道石油共同備蓄（株）
特別賞

第21回からくり改善くふう展2016 受賞一覧

優秀からくり改善賞

協会特別賞

努力賞

アイデア賞

ネーミング賞

連続出品賞

製造現場における「見える化」改善展2016 受賞一覧
賞

優秀見える化改善賞

優秀見える化改善賞



2015年10月1-2日 ポートメッセなごや

賞 会社名 作品名

優秀からくり改善賞 トヨタ紡織（株） 絶叫からくりフリーフォール

（株）デンソー ＣｕｔＫｉｔ

トヨタ自動車（株） 蟻地獄

トヨタ自動車北海道（株） 水切り君　１号

日産自動車（株） ＧＯ!　ＧＯ!　シーソー

マツダ（株） アンタッチャブル

コベルコ建機（株） ブレイク段サー君

ジヤトコ（株） ガ助っ人一枚しぼり

（株）デンソー北海道 車高短　昇降たん

トヨタ キルロスカ オートパーツ(TKAP) ガチャン ガチャン プッシャー

日野自動車（株） どこでも とっても便利ーの考案

三菱自動車工業（株） ダンボールduからあげ

アイシン・エィ・ダブリュ（株） ボルト出し太郎

トヨタ自動車九州（株） エコもん

トヨタ車体（株） ｢サイレンス静化｣

トヨタ モーター マニュファクチャリング カナダ(TMMC) ＫＡＲＡＫＵＲＩコースター

豊田合成（株） 自動積載　未来

マツダ（株）コスト革新推進部 
J-ABCからくり改善道場参画会社 住野工業（株）

『オクト　パスカル』

鴻池運輸（株） ハメル･ロドリゲル

（株）三五北海道 吊り吉段平

マツダ（株） 螺旋（らせん）ゴレライ!!

多出品賞 豊田合成（株）

アイシン高丘（株）

トヨタ自動車（株）

豊田自動織機（株）

ヤマハ発動機（株）

賞 会社名 作品名

からくり改善 技術普及部門 （株）豊田自動織機 バンジージャンプ進化の流れ

賞 会社名 作品名

優秀見える化改善賞 宇部興産（株） ＶトリックⅡ

優秀見える化改善賞 日産自動車（株） AGVルート見える化

鹿島石油（株） 振動ドクター

サントリープロダクツ（株） 先入れ先出し＆発注点見える化庫
特別賞

連続出品賞

製造現場における「見える化」改善展2015 受賞一覧

愛知県知事賞「からくり改善技術普及部門」

第20回からくり改善くふう展2015 受賞一覧

優秀からくり改善賞

協会技術特別賞

アイデア賞

努力賞

ネーミング賞



賞 会社名 作品名
手押し台車コンテスト

金賞
マツダ（株）コスト革新推進部 
J-ABCからくり改善道場参画会社 （株）ヒロタニ

スマートキャリー

恵那東海理化（株） こぼれんぞー！

ダイハツ工業（株） あっち　こっち　でっち（台車)

第20回特別賞
＊20回連続出品

アイシン高丘（株）

第20回特別賞
＊過去２回 優秀賞作品を

制作
アイシン精機（株）  植田 祐之 氏

トヨタ自動車（株）

トヨタ車体（株）

豊田合成（株）

マツダ（株）

成都神鋼建設機械有限公司 ＜中国＞

Toyoda Gosei (Thailand) Co.,Ltd.  ＜タイ＞

豊田合成(佛山)汽車部品有限公司 ＜中国＞

豊裕股份有限公司 ＜台湾＞

トヨタモーターマニュファクチャリングカナダ(TMMC) ＜カナダ＞

ティー・エイ・ビー・シー（TABC） ＜アメリカ＞

トヨタ キルロスカ オートパーツ（TKAP） ＜インド＞

手押し台車コンテスト
銀賞

感謝状
（20作品以上）

感謝状
（海外出品）

第20回特別表彰　受賞一覧



2014年9月25-26日 パシフィコ横浜

賞 会社名 作品名

優秀からくり改善賞 日産自動車（株） 横浜ベイ・ウォーク！

豊田合成（株） 知恵の輪　連結台車

トヨタ車体（株） まえだにならえ

キャタピラージャパン（株） 品質たもつさん

コベルコ建機（株） イチコロ❤

トヨタ紡織（株） パタパタ君

（株）三五 今田　まげ太郎

（株）デンソー パレットスライダー

トヨタ自動車（株） 色々違っても運んで組んじゃうよ！

トヨタ自動車九州（株） アクアシューター

トヨタ自動車北海道（株） 千手観音

マツダ（株） 取れ油気！分分丸！（とれゆけ、ぶんぶんまる）

アイシン・エィ・ダブリュ（株） 突く！突け！　槍～ゴーランド　爪付部品分離搬送機

カルソニックカンセイ（株） KODAMA流改善③穴あけスプライサー

（株）スタジオ・シュゼット からくり回転台

トヨタ自動車東日本（株） 【カセット跳ね上げ装置】無敵のアームレスラー

（株）豊田自動織機 スライダーマン２０１４

マツダロジスティクス（株） ビヨンド２０００

（株）エクセディ 個だっしー

海洋ゴム（株） 出番だ！マー君

ジヤトコ（株） 俺の一まい

多出品賞 トヨタ車体（株）

アイシン精機（株）

アイシン高丘（株）

マツダ（株）　本社工場　車体製造部

マツダ（株）　防府工場　西浦地区

賞 会社名

優秀見える化改善賞 宇部興産（株）

優秀見える化改善賞 JX日鉱日石エネルギー（株）

鹿島石油（株）

サントリープロダクツ（株）
サントリー食品工業（株）
日本ペプシコーラ製造（株）

第19回からくり改善くふう展2014 受賞一覧

連続出品賞

優秀からくり改善賞

協会技術特別賞

ネーミング賞

アイデア賞

努力賞

北海道石油共同備蓄（株）　北海道事業所

製造現場における「見える化」改善展2014 受賞一覧

特別賞



2013年10月3-4日 ポートメッセなごや

賞 会社・事業場名 作品名

優秀からくり改善賞 トヨタ車体（株） 台車トリプルアクセル！？

豊田合成（株） 箱御三家

トヨタ紡織（株） 自重戦隊　自力でオリルンダー！！

トヨタ自動車（株） ワンプッシュクリーナー

日産自動車（株） GoGOベルコン

マツダ（株） もみじまんじゅう式ピアノ

トヨタ自動車九州（株） 無動力昇降装置

（株）豊田自動織機 らクランクハンド

ﾄﾖﾀ･ﾓｰﾀｰ･ﾏﾆｭﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ・ｶﾅﾀﾞ 実空箱からくりシューター

アイシン・エィ・ダブリュ（株） Oリング組み付け装置

（株）デンソー
狭い通路が大好き！こまわり君（手づくりAGC）と
『クルッと！スマート君』とのナロウな関係！

マツダ（株） J-ABC改善道場参画会社 
（株）ヒロタニ

オリンぴっ君

コベルコ建機（株） まだ！イカせない♥

（株）三五 血祭り鉄平

（株）東海理化 からくり王　”Dr．ラチェット”

多出品賞 トヨタ車体（株） －

アイシン高丘（株） －

トヨタ自動車（株） －

豊田自動織機（株） －

ヤマハ発動機（株） －

からくり改善
技術普及部門

アイシン高丘（株） 作次郎

賞 会社・事業場名

優秀見える化改善賞
サントリープロダクツ（株）
サントリー食品（株）

優秀見える化改善賞 ＪＸ日鉱日石エネルギー（株） 水島製油所

特別賞 宇部興産（株）

連続出品賞

装置産業における「見える化」改善展2013　受賞一覧

第18回からくり改善くふう展2013 受賞一覧

優秀からくり改善賞

特別奨励賞

アイデア賞

努力賞

ネーミング賞

愛知県知事賞「からくり改善技術普及部門」



2012年10月25-26日 東京都立産業貿易センター浜松町館

賞 作品名

優秀からくり改善賞 New トントン

SKY 吊り

チョロキュー君

ぐるぐる・かえーる君

うたれツヨシ

スマートポン！

楽々テック（小型AGV）＋連結台車もアンロック

だるまおとし

ほいるしーそー君

腰振れ舞さん

と～りゃんせ

名刀 カズヤ（スパッと切れる）

ペロリ君

タイヤ施台 カッチャマン

はいっちゃイヤ4（よん）

多出品賞

アイシン高丘（株）

北海道石油共同備蓄（株）

マツダ（株） 車体製造部

マツダ（株） 防府工場 西浦地区

トヨタ車体（株）

北海道石油共同備蓄（株）

コベルコ建機（株）

アイシン精機（株）

マツダ（株） 防府工場 西浦地区

トヨタ自動車北海道（株）

マツダ（株） 本社工場 第2パワートレイン製造部

カルソニックカンセイ（株）

豊田合成（株）

マロックス（株）

宇部興産（株）

パンパシフィック・カッパー（株）

賞

優秀「見える化」改善賞

優秀「見える化」改善賞

特別賞

会社名

JX日鉱日石エネルギー（株）

第17回からくり改善くふう展2012　受賞一覧

装置産業における「見える化」改善展2012 受賞一覧

トヨタ自動車九州（株）

（株）デンソー

連続出品賞

ネーミング賞

優秀からくり改善賞

協会特別賞

アイデア賞

努力賞

会社・事業場名

トヨタ車体（株）

トヨタ自動車東日本（株）

富士重工業（株）

コベルコ建機（株）

（株）豊田自動織機



2011年10月6-7日 ポートメッセなごや

賞 会社・事業場名 作品名

優秀からくり改善賞 豊田合成（株） 忍法畳み返し

トヨタ自動車（株） 実空搬送装置あっちいってこい

トヨタ車体（株） 痛くないもん♪

アイシン高丘（株） らくらく検査台

関東自動車工業（株） 岩手工場 デモドリーナ

（株）デンソー MOON WORKER （ムーンワーカー）

アイシン・エィ・ダブリュ（株） 溝あわせ自動組立て機

マツダ（株） コスト革新推進部 
J-ABC改善道場参画会社 （株）ヒロタニ

スマートキャリー

マロックス（株） らくらくターン君

（株）東海理化 プレート入れたら　Lock on!!

マツダ（株） 本社工場 第1パワートレイン製造部 ツインカムでゴー

ヤマハ発動機（株） さくッと　Clipper

コベルコ建機（株） おったてバナナ90度

ＪＸ日鉱日石エネルギー（株） 知多製造所 アントニオ入切のブレーキ固め

パンパシフィック・カッパー（株） 佐賀関製錬所 「さざえさん」

多出品賞 トヨタ自動車（株） －

アイシン高丘（株） －

トヨタ自動車（株） －

豊田自動織機（株） －

ヤマハ発動機（株） －

賞 会社・事業場名 作品名

優秀見える化改善賞 新日本製鐵（株） 名古屋製鐵所 －

優秀見える化改善賞 ＪＸ日鉱日石エネルギー（株） 水島製油所 －

特別賞 パンパシフィック・カッパー（株） 佐賀関製錬所 －

第16回からくり改善くふう展2011　受賞一覧

連続出品賞

装置産業における「見える化」改善展2011　受賞一覧

優秀からくり改善賞

特別奨励賞

アイデア賞

努力賞

ネーミング賞



2010年10月7-8日 東京都立産業貿易センター浜松町館

賞 会社・事業場名 作品名

優秀からくり改善賞 マツダ（株） 本社工場 第2パワートレイン製造部 どこまでも　ひとり締め

トヨタ車体（株） 快走　トノサマバッタ親分

（株）デンソー スプリング　ほぐし王

（株）ジーシー
（株）ジーシーデンタルプロダクツ

ラチェット式　缶転倒機

豊田合成（株） 整列戦隊　ならすんジャー

コベルコ建機（株） ＷＩＮＧＥＲ・ｺﾞｰﾄﾞﾝ

マツダ（株） 防府工場 中関地区 ほぐしJAWS（じょ～ず）

アイシン精機（株） 天使の輪

日産自動車（株） 栃木工場 追々トレイン

パンパシフィック・カッパー（株） 佐賀関製錬所 らくらく安全カバーⅡ

マツダ（株） コスト革新推進部
（J-ABC改善道場参画会社） （株）ヒロタニ

押っす！かたぐるま

旭化成マイクロシステム（株） 延岡事業所 リフター付ボンベ搬入台車

（株）デンソー
人に優しい楽々昇降台車
　『台車の押昇』（だいしゃのおうしょう）

マツダ（株） 防府工場 西浦地区 ｴｺｳｫｰｶｰ

（株）タムラ製作所 しぼリール

多出品賞 北海道石油共同備蓄（株） 北海道事業所

アイシン精機（株）

アイシン高丘（株）

北海道石油共同備蓄（株） 北海道事業所

マツダ（株） 防府工場 西浦地区

マツダ（株） 本社工場 車体製造部

マツダ（株） 本社工場 第2車両製造部

連続出品賞

ネーミング賞

優秀からくり改善賞

特別奨励賞

アイデア賞

努力賞

第15回からくり改善くふう展2010　受賞一覧



2009年10月21-22日 ポートメッセなごや

賞 会社・事業場名 作品名

優秀からくり改善賞 トヨタ自動車（株）　高岡工場
必殺！木の葉落とし
（部品箱の自動入れ替え）

（株）デンソー　豊橋製作所
〔からくり箱積みシュート〕
【箱積み職人】積増（ツムゾー）

マツダ（株）　
J-ABC改善道場参画会社　萩野工業（株）

トランスポーター

（株）東海理化 検査機カプラ半勘合防止

富士重工業（株）　産業機器カンパニー がらがらぽん

マツダ（株）　本社工場　車体製造部 ボルト供給　パンタ君

アイシン・エィ・ダブリュ（株）　岡崎工場 中間ケーブル自動取り外し、回収装置

カルソニックカンセイ（株）　児玉工場 連結ラベル貼り一緒に動くんです

マツダ（株）　防府工場　中関地区 『にこいちくん』

ヤマハ発動機（株）　本社工場　第3SyS部 手押し台車こまわり君

アイシン精機（株）　新川工場 かんばん切出し装置の考案

（株）ジーシーデンタルプロダクツ 缶もちオタスケマン

（株）デンソー　豊橋製作所 〔アシスト台車〕らくらくチョロＱ

トヨタ自動車（株）　衣浦工場
こんなに簡単に組付け出来ました
（スプリング部品組付け治具）

（株）ジャパンエナジー　知多製油所 なで肩バネ男

マツダ（株）　
J-ABC改善道場参画会社　ダイキョーニシカワ（株）

カンダム
ネーミング賞

優秀からくり改善賞

特別奨励賞

アイデア賞

努力賞

第14回からくり改善くふう展2009　受賞一覧



 2008年11月27-28日 東京都立産業貿易センター浜松町館

賞 会社名 作品名

優秀からくり改善賞 日産自動車（株）栃木工場 勝手に運んで戻るんジャー

アイシン精機（株） １動力８動作からくり装置（Ｏリング組立装置）

マツダ（株） キャットハンド＆マウススロープ

日産自動車（株） バック　(後退）はダメょ！前進あるのみ！

（株）デンソー ナットメジャー

ジヤトコ（株） ボール盤バイス『どこでもロック』

アイシン高丘（株） 楽楽解体　バラケンジャー

カルソニックカンセイ（株） ワンタッチはんだ付け

マツダ（株） 直角搬送かんたん振り分けシステム

マツダ（株） メタボ・リフター

TCM（株） スパイラルチューブ「簡単巻き巻き太郎」

イビデン（株） 砥石の段替え改善台車

サンデン（株） パッキン巻き巻き

（株）ジャパンエナジー サイフォンとガーファンネル

北海道石油共同備蓄（株） ５Sマネジメントシステム

富士重工業（株） あぶらおとし

ヤマハマリン（株） ワンタッチ ダンパー蓋

（株）コガネイ あきない（梱包手番）

マツダ（株） メタボ・リフター

マツダ（株） ロックでＧＯ－

努力賞

ネーミング賞

第13回からくり改善くふう展2008　受賞一覧

優秀からくり改善賞

特別奨励賞

アイデア賞



2007年10月25-26日 ポートメッセなごや

賞 会社名 作品名

優秀からくり改善賞 カルソニックカンセイ（株） スーパーパタパタラベル貼り

アイシン精機（株） ナット切り出し君

トヨタ自動車（株） 知恵の輪組付け機

（株）デンソー ドライバースタンド

トヨタ自動車九州（株） だるま落し式部品供給システム

マツダ（株） 本社工場 第2車両製造部 バッタ君

アイシン・エィ・ダブリュ（株） リンク機構溶接機

アイシン高丘（株） 勝手にチェンジャー

愛知機械工業（株） 熱田工場 運搬台車の衝撃防止（ガタガタせんぞー君）

(株）ジャパンエナジー 水島製油所 オイラーの変身(オスラー）

マツダ（株） 本社工場 第1車両製造部 キック ポーター

アイシン軽金属（株） 切粉にこだわった装置・治具

愛知製鋼（株） クレーン横行レール 研削作業改善

イビデン（株） コロコンストッパーの自動開閉化

(株）ジャパンエナジー 知多製油所 漏れたら発見！飛散帽子

日産自動車（株） 栃木工場 くるりん・パ

マツダ（株） 防府工場西浦地区 ちょっと！ちょっと、ちょっと！

多作品出品賞 (株）ジャパンエナジー 知多製油所

アイシン高丘（株）

ジヤトコ（株）

トヨタ自動車(株）

（株）豊田自動織機

ヤマハ発動機（株）

ヤマハマリン(株）

連続出展賞

第12回からくり改善くふう展2007　受賞一覧

優秀からくり改善賞

特 別 奨 励 賞

ア イ デ ア 賞

努   力   賞



 2006年11月15-16日 東京都立産業貿易センター浜松町館

賞 会社名 作品名

優秀からくり改善賞 （株）デンソー 部品運搬犬ポチ

日産自動車（株） 横浜工場・いわき工場 スイースイー追っかけコンベアー

マツダ（株） 防府工場西浦地区 直角搬送

アイシン精機（株） １動作２作業からくりl君

カルソニックカンセイ（株） パタパタラベル貼り

住友化学（株） 大阪工場 困った大賞

アイシン高丘（株） サイクロンクーラントタンク

（株）ジャパンエナジー 水嶋製油所 コペルニクスの「ぢ」動説

昭和電工（株） 川崎事業所 液安ローリー安全対策

TCM（株） 滋賀工場 万能穴明太郎

マツダ（株）本社工場第1車両製造部 飛び出せ　ガン　GUN！

サンデン（株） 自動ラベル貼り装置とラベル台紙巻取機

北海道石油共同備蓄（株）北海道事業所 地下ピットバルブ等へのグリスアップ治具

（株）マルヤス長野 新工法によるドリル穴あけ廃止

（株）ミクニ うしろ引きながし隊

ヤマハマリン（株）本社工場 グラフィックの1枚切り出し

アイシン精機（株）

アイシン高丘（株）

岡山新晃工業（株）

鹿島石油（株） 鹿島製油所

ジヤトコ（株）

昭和電工（株） 川崎事業所

住友化学（株） 大阪工場

西部石油（株） 山口製油所

TCM（株） 滋賀工場

日産自動車（株） 横浜工場・いわき工場

北海道石油共同備蓄（株） 北海道事業所

マツダ（株） 防府工場西浦地区

マツダ（株） 本社工場車体製造部

マツダ（株） 本社工場第1車両製造部

マツダ（株） 本社工場第2車両製造部

ヤマハマリン（株） 本社工場

努力賞

連続出品賞

第11回からくり改善くふう展2006　受賞一覧

優秀からくり改善賞

特別奨励賞

アイデア賞



 2005年11月16-17日 名古屋市中小企業振興会館吹上ホール

賞 会社名 事業場名 作品名

優秀からくり改善賞 アイシン精機（株） 試作工場 圧入・組立のからくり装置の考案

トヨタ自動車（株） 衣浦工場 フロート式自重リフター

マツダ（株）
本社工場第１ﾊﾟ
ﾜｰﾄﾚｲﾝ製造部

体重昇降反転リフター

アイシン・エィ・ダブリュ（株） 第２工場 先入れ先出しからくり間口

ＴＣＭ（株） 滋賀工場 オイル給油管理(1)ｵｲﾙｽﾃｰｼｮﾝ「シーソ太郎」

（株）ヒサダ 泉工場 スーパー箱チェンジャー

味の素パッケージング（株） 関西工場 ヒモ切名人「ハカッター」

ジヤトコ（株） 衝突防止『勝手にシーソー』

（株）ジャパンエナジー 水島製油所
『バネット君』
集水槽オーバーフロー防止

住友化学（株） 大阪工場 “化学”であそぼう

マツダ（株）
本社工場第１車
両製造部

空缶の自動分別装置

アイシン軽金属（株） エアー式遠心分離装置

アイシン高丘（株） 塑性加工工場
無動力シュート
らくちん身乗るシュート１号

愛知機械工業（株） 熱田工場 手元へポイ

カルソニックカンセイ（株） 吉見工場 粉対トルネード

昭和電工（株） 川崎事業所 こぼしま栓

（株）豊田自動織機 長草工場 金具の定位置･定量取り出し装置

ヤマハ発動機（株） 第４ＳｙＳ パックン観覧車

多作品出品賞 出光興産（株） 愛知製油所

アイシン高丘(株)

ジヤトコ(株)

トヨタ自動車(株)

(株)豊田自動織機

ヤマハ発動機(株)

ヤマハマリン(株)

努力賞

第10回からくり改善くふう展2005　受賞一覧

連続7回出展賞

優秀からくり改善賞

特別奨励賞

アイデア賞



 2004年10月28-29日 東京都立産業貿易センター浜松町館

賞 会社名 作品名

優秀からくり改善賞 マツダ（株） 本社工場車両部品製造部 魔法のじゅうたん

昭和電工（株） 川崎事業所 見つめるCATCH．EYE

住友化学（株） 大阪工場 TPMおもしろグッズ

アイシン精機（株） フレキシブル　カッティング装置

ジヤトコ（株） オートチェーンテンショナー『張ッタリ君』

マツダ（株） 本社工場第1エンジン製造部 １個取り出しのオンパレード

（株）ジャパンエナジー 水島製油所 磁石DEみえーるPart★１

（株）豊田自動織機
電気・エアー不要！大気圧・負圧を利用した
ロボット溶接ノズル、スパッター付着防止液
カップへの自動給水

日産自動車（株） 横浜工場・いわき工場 定数取り機『お岩さん』

北海道石油共同備蓄（株） 北海道事業所 五感点検体感ツール（目指せ人間センサー）

マツダ（株） 本社工場第２車両製造部 楽かシラー

西部石油（株） 山口製油所 コンプライアンスバッテリー

TCM（株） 滋賀工場 ライン進捗管理板『ダルマ落とし太郎』

マツダ（株） 防府工場西浦地区 『よんこ君』ボルトの定量取り

（株）マルヤスエンジニアリング 加工したらその場で確認～端末加工測定器

ヤマハマリン（株） ピーチパラツール

昭和電工（株） 川崎事業所

新キャタピラー三菱（株） 相模事業所

住友化学（株） 大阪工場

西部石油（株） 山口製油所

日産自動車（株） 横浜工場

北海道石油共同備蓄（株） 北海道事業所

マツダ（株） 本社工場部品製造部

マツダ（株） 防府工場西浦地区

マツダ（株） 本社工場第１エンジン製造部

マツダ（株） 本社工場第1駆動系製造部

マツダ（株） 本社工場第１車両製造部

マツダ（株） 本社工場第２エンジン製造部

（株）モリック

ヤマハマリン（株） 本社工場

第9回からくり改善くふう展2004　受賞一覧

努力賞

連続出品賞

優秀からくり改善賞

特別奨励賞

アイデア賞



2003年10月23-24日 名古屋市中⼩企業振興会館吹上ホール

賞 会社名 事業場名 作品名

優秀からくり改善賞 アイシン精機(株) 試作工場 自動圧入からくり君

トヨタ自動車(株） 三好工場 段バランサーの考案

マツダ（株）
本社工場第3
車両製造部

ガスケット取出しの容易化“アッカンベー太郎君”

ＴＣＭ(株) 滋賀工場 観覧ボルト棚「回転太郎」

(株)フジコーポレーション ニュートン・杉山（ニュートンの原理を生かしたからくり）

山清工業(株) からくり治具の歴史

アイシン・エィ・ダブリュ(株) 岡崎工場 ｸｰﾗｷｬｯﾌﾟ組立治具工数低減

アラコ(株) 豊橋事業部 指示ビラ君

住友化学工業（株） 大阪工場 BCDによる改善事例

(株)豊田自動織機 長草工場 チップチェンジャー開発による付帯作業の低減

ヤマハ発動機(株) タンクSyS トルネード式吸引装置

アイシン高丘(株) 高丘事業部 缶ブタ分離名人

愛知機械工業(株) 熱田工場 新人工程の改善　あれ！ﾂｰﾙが手元にきたよ

味の素パッケージング(株) 関西工場 スットマン

(株)ジャパンエナジー 水島製油所 ☆ｅ・ＯＮくん☆　【特許申請中】

昭和電工(株) 川崎事業所 洩れなくて安心！「奥の抜き道」

多作品出品賞 (株)ジャパンエナジー 水島事業所

アイシン高丘(株)

ジヤトコ(株)

トヨタ自動車(株)

(株)豊田自動織機

(株)フジコーポレーション

ヤマハ発動機(株)

ヤマハマリン(株)

連続６回出展賞

第8回からくり改善くふう展2003　受賞一覧

優秀からくり改善賞

特別奨励賞

アイデア賞

努力賞



2002年2月27-28日 東京都⽴産業貿易センター浜松町館

賞 会社・事業場名 浜松町館

優秀からくり改善賞 ユニプレス（株）TM山梨工場 ワーク振り分け搬送機

住友化学（株）大阪工場 アイデアを生み出すBCD

昭和電工（株）川崎事業所 光線銃ミッキー

北海道石油共同備蓄（株）北海道事業所 ダイナモ光夫

マツダ（株）本社工場第1エンジン製造部 宙返り乗る造

日産自動車（株）横浜工場 Oリングマジック２

住友化学（株）大分工場 便利なフランジ接続グッズ

マツダ（株）本社工場第1エンジン製造部 煉瓦止め丸君

新キャタピラー三菱（株）相模事業所 切削水再生装置「捨てないで」

味の素パッケージング（株）関東工場 安全７ステップ活動板「安全七色仮面」

昭和電工（株）川崎事業所 安全君

（株）フジコーポレーション ウルトラC（材料反転装置）

西部石油（株）山口製油所 苛性ソーダ比重測定の改善

マツダ（株）本社工場第２エンジン製造部 サインは「ぶち！」

マツダ（株）本社工場第３車両製造部 フィーバー３連チャン

富士石油（株）袖ヶ浦製油所 とうしん坊

味の素パッケージング（株） 関東工場

宇部興産（株） 宇部ケミカル工場

新キャタピラー三菱（株） 相模事業所

住友化学工業（株）愛媛工場

住友化学工業（株）大阪工場

住友化学工業（株）三沢工場

日産自動車（株）横浜工場

北海道石油共同備蓄（株）北海道事業所

（株）フジコーポレーション

マツダ（株）防府工場西浦地区

ヤマハマリン（株）

ユニプレス（株）工機工場

第７回からくり改善くふう展2002　受賞一覧

連続出品賞

優秀からくり改善賞

特別奨励賞

アイデア賞

努力賞



2001年11月21-22日 名古屋市中⼩企業振興会館吹上ホー

賞 会社名 事業場名 作品名

優秀からくり改善賞 トヨタ自動車(株） 元町工場 獅子おどし式ポンプの開発

昭和電工（株） 川崎事業所 Ｖベルト緩み検知器

マツダ（株） 本社工場 第２エンジン製造部 サンドカーテン

愛知機械工業（株） 熱田工場 くっきり見え～るよ

住友化学工業（株） 大阪工場 これで安心、夜間の点検!!

ヤマハ発動機（株） ＡＭ製造部 H/Cﾎﾞﾙﾄﾜｯｼｬｰ通しｼｭｰﾄ

アイシン精機（株） 西尾工場 ドラステⅡ

いすゞ自動車（株） 藤沢工場 ＲＶ工場 ＤＯＯＲ工程同期屋台

サントリー(株) 京都ビール工場 モー…  濡らさないで…

敷島製パン（株） 犬山工場 ラベル巻き込み装置

(株)フジコーポレーション 冷めてる野郎

アラコ（株） 吉原工場
くるくる回って！はいシール
（シール取り外し治具）

ＮＥＣセミコンダクターズ九州（株） 熊本工場 ポゴピン整列器”全員整列”

カルソニックカンセイ(株) 二本松工場 ゆりっこならべーる

（株）豊田自動織機 自動車事業部 高速チップチェンジャー

ユニプレス（株） 工機工場 ダイくん＆タッピーちゃん

努力賞

第6回からくり改善くふう展2001 受賞一覧

優秀からくり改善賞

特別奨励賞

アイデア賞



2000年11月16日 ⼤⽥区産業プラザＰｉＯ

賞 会社・事業場名 作品名

優秀からくり改善賞 味の素パッケージング（株）関東事業本部 キャップ向き統一装置「あっちむいて！ホイ君」

日産自動車（株）横浜工場 あわせ技（ワザ）

（株）フジコーポレーション はてな給油口

富士重工業（株）群馬製作所 「カンチュウハイ」クッションゴム管筒圧入装置

サントリー（株）京都ビール工場 スチール缶タッチアウトBOX

住友化学工業（株）大阪工場 自動弁の見えるカー

横浜ゴム（株）三島工場 楽々オイル補給

アイシン精機（株） 省得大使

富士重工業（株）群馬製作所 「ホールインスリー」からくり素材供給装置

北海道石油共同備蓄（株）北海道事業所 お腹の中まで丸見え！（ピット・容器内の液位の見える化）

三菱化学（株）／三菱東京製薬（株） 勝手に出るジャー

いすゞ自動車（株）藤沢工場 “ワッシャ”にもできた

ヤマハ発動機（株） ピン挿入機

北海道石油共同備蓄（株）北海道事業所 開度！一発！（全開全閉の開度表示）

ユニプレス（株）TM部品事業部富士宮工場 旋回式ゴミ除去エアーブロー機

住友化学工業（株）大阪工場 被液体験機カー

宇部興産（株） 宇部ケミカル工場

三信工業（株）

横浜ゴム（株） 三島工場

北海道石油共同備蓄（株） 北海道事業所

ユニプレス（株）

新キャタピラー三菱（株） 相模事業所

（株）テネックス 栃木工場

日産自動車（株） 横浜工場

福岡日本電気（株）

三菱化学（株） 黒崎事業所

（株）フジコーポレーション

三菱重工業（株）

第5回からくり改善くふう展2000　受賞一覧

連続出品賞

優秀からくり改善賞

特別奨励賞

アイデア賞

努力賞



1999年10月13-14日 名古屋市中小企業振興会館吹上ホール

会社名 作品名

優秀からくり改善賞 ヤマハ発動機(株) らくらく台車

(株)イトーキクレビオ 目で見る管理改善集

トヨタ自動車(株) 手押し台車（４ＷＳ＆牽引棒）

石川サンケン (株)　志賀工場 ワケチャウゾー

サントリー(株)　桂ビール工場 通りゃんせ

(株)豊田自動織機製作所　自動車事業部 吸いとりアームでウルトラＣ

アイシン精機(株) スプリングピン加工内組付

アラコ(株) デッキマット乗せ換え装置

熊本日本電気(株) 吸着ペン“人差指いらず”

ジヤトコ ・トランステクノロジー(株) Ｏリング自動組付け機

(株)フジコーポレーション 鹿威し‘ししおどし’（プレス材料投入装置）

出光石油化学(株)　千葉工場 潤滑油らくらく給油

住友化学工業(株)　大阪工場 からくり反応釜

東レ・ダウコーニング・シリコーン(株)　福井工場 活動板(グループ名：Ａ仕事しまっせ）

三菱化学(株)　四日市事業所 挟まれ体験機展示

山清工業(株) ソケット１個取り

優秀からくり改善賞

特別奨励賞

アイデア賞

努力賞

第4回からくり改善くふう展1999　受賞一覧



1997年10月15-16日 名古屋市中小企業振興会館吹上ホール

会社名･事業所名 作品名

トヨタ自動車(株)元町工場 のびた君

日産ディーゼル工業(株)群馬工場 一発定量くん

ヤマハ発動機(株) Ｏリング組付パート２

東海興業(株) 過去から未来まで「４次元活動板」

ビヨンズ(株) 無滴オイルスタンド

日産自動車(株)富士工場 うきん棒君

三菱化学(株)黒崎事業所 ラクラク回収

計画保全関連部門 愛知機械工業(株)ユニット事業本部 多機能モータセンサ

教育訓練関連部門 横浜ゴム(株) 五感訓練「かんたろう」

初期管理関連部門 該当なし

品質保全関連部門 豊田合成(株) 製品拡張検査治具（からくりプー子）

事務間接関連部門 サントリー(株)多摩川工場 たまらない私

安全衛生と
環境関連部門

(株)ユニシアジェックス 吸ちゃん

そ  の  他 (株)小糸製作所 ＴＰＭツール

アラコ(株) すいすい取太郎

出光興産(株)愛知製油所 床屋さんマークのＬＧ君

(株)住建産業 ひっくりカエル装置

(株)ソミック石川 マグホーキ

日産自動車(株)富士工場 ぶるるん君

日産ディーゼル工業(株)群馬工場 イチロー君

(株)ユニシアジェックス スラスラ君

愛知機械工業(株)ユニット事業本部 らくらくーだ作業台

(株)小糸製作所 しずか御前（消音装置いろいろ）

ジャトコ(株) １ヶ送り搬送機構「カニのぼり」

(株)豊田自動織機製作所 廻る来るラクラクハンガー

日産自動車(株)横浜工場 くるりんぱ（アクロバットシューター）

日産ディーゼル工業(株)群馬工場 はこぶっち

(株)フジユニバンス 整列ホッパー

第3回からくり改善くふう展1997　受賞一覧

賞

優秀改善賞

優秀改善賞

アイデア賞

努力賞

自主保全関連部門

個別改善関連部門

特別賞



1997年10月15-16日 名古屋市中小企業振興会館吹上ホール

会社名･事業所名 作品名

第3回からくり改善くふう展1997　受賞一覧

賞

アイシン高丘(株) ＰＭマスター教育概要

愛知機械工業(株)ユニット事業本部 よく見えラー

愛知製鋼(株) 無調整ベルトの考案

アスカ(株) スイスイアッパアーム

アラコ(株) ジュンジョ出せるくん

アラコ(株) ミシン糸の自動針穴通し装置

アラコ(株) 水槽の箱入り娘

出光興産(株)千葉製油所 スプーン１杯の流量管理

出光興産(株)千葉製油所 人にやさしいベンゼン採取箱

出光興産(株)愛知製油所 配管伸縮「のびた君」

出光興産(株)徳山製油所 楽チン弁（自動復帰バルブ）

イビデン(株)青柳工場 カケぼうし君

関西ペイント(株)平塚工場 顔料仕込ホッパー

熊本日本電気(株) センサー汚れ除去用“からくりブラシ”

サントリー(株)多摩川工場 単身男鳥→バルブ見え～る君

(株)ＣＮＫ さらさらくん

ジャトコ(株) １ヶ送り搬送機構「カニのぼり」

(株)ソミック石川 ユトリボトル

太平洋工業(株) バネ飛ばし太郎

帝国ピストンリング(株)長野工場 モータメンテ楽々改善

帝国ピストンリング(株)長野工場 片側だけが何故悪い？

帝人(株)松山事業所 ＮＧチェッカー（断糸センサー性能劣化測定器）

東海興業(株) ＳＵＳベルトモール押出工程の４Ｍ条件の 適化

豊田工機(株) トルネード（うずまき）洗浄機

豊田合成(株) ＡＧＶステーション移載装置

日産自動車(株)富士工場 うきあがり君

日産自動車(株)横浜工場 みはるチャン

日産ディーゼル工業(株)群馬工場 おまかせハンガー

日産ディーゼル工業(株)群馬工場 一発定量くん

日産ディーゼル工業(株)群馬工場 らくらくシューター君

日産ディーゼル工業(株)群馬工場 跳ね上げ君

日本ガイシ(株)名古屋事業所 キルンカー　ピタ止メ君

日本合成化学工業(株)大垣工場 たれない君

日本合成化学工業(株)大垣工場 開閉くん・開度くん

福岡日本電気(株) 手造りによるタブレット供給部の改造

(株)フジユニバンス 入れジョーズ（チェックボール挿入装置）

北海道石油共同備蓄(株)北海道事業所 「クルリンパッ！」回転式手動弁開閉表示

三井化学(株)名古屋工場 詰まっ太郎

三菱化学(株)黒崎事業所 昇らずモニター

三菱化学(株)筑波事業所 クルリンパ

三菱化学(株)四日市事業所 プラプラくん

三菱化学(株)四日市事業所 気泡くん

矢崎部品(株)黄瀬川工場 カーボン交換ワンタッチ「タッチポン」

(株)安永 エスカルゴ君＆ブンブン丸

(株)ユニシアジェックス パタパタ整列君

(株)ユニシアジェックス わくわくライン

ユニクラフトナグラ(株) らくらく締まるくん

横浜ゴム(株) 乗らん象

横浜ゴム(株) 糸からくり

横浜ゴム(株) カラクリサンちゃん

横浜ゴム(株) ６連発給油

奨励賞



1995年12月21日-22日 名古屋国際会議場

会社名 事業場名 作品名

（株）イトーキクレビオ ちえくりライン

愛知機械工業（株）
ユニット事業本
部

ぬらしん坊

（株）小糸製作所 ラクラクシューター

自主保全関連部門 （株）三五 油の滝のぼり（高所給油装置）

個別改善関連部門 三信工業（株） スグレール君

計画保全関連部門 愛知製鋼（株） ＳＡＴＴＯ博士（水溶性洗浄液測定器）

教育訓練関連部門 愛知機械工業（株）
ユニット事業本
部

モータセンサ

初期管理関連部門 （株）イトーキクレビオ “ちえくり改善力”向上の教育作品

品質保全関連部門 アイシン高丘（株）
写るんです（バルブ鋳抜き穴検査方法の改
善）

事務間接関連部門 豊田工機（株） 本社工場 アドレス付ファイリングＢＯＸ

安全衛生と
環境関連部門

ヤマハ発動機（株） プレスピットの安全対策

その他 該当なし

熊本日本電気（株） 芯ズレ検知“ホールド・アップ!!”

住友軽金属工業（株） 名古屋製造所 ヤジロベー搬送

太平洋工業（株） しずかちゃん

日産ディーゼル工業（株） 群馬工場 ガラポッチャン

山口工業（株） ホースクリップ整列器

出光興産（株） 千葉製油所 流量見え太郎

カヤバ工業（株） 岐阜北工場 専用吊具による１人玉掛け作業化

関西ペイント（株） 平塚工場 くるくる六角君

富士重工業（株） 群馬製作所 バッティクングマシン整列君

（株）フジユニバンス 切りくず吸引装置（極小の局所カバー）

（鈴木徳太郎） 出光興産（株） 千葉製油所 シーソーサンプラー

（杉浦政好） 帝国ピストンリング（株） 長野工場 ブラインド式防水防音カバー

（下山功） （株）フジユニバンス Ｅリング圧入機

（杉浦邦吉） （株）ＣＮＫ ｸｰﾗﾝﾄﾀﾝｸ清掃車“ﾀﾝｸﾘﾝ”

（杉浦邦吉） （株）ユニクラフトナグラ
ﾜﾝﾀｯﾁ取付けで巻取り簡単!ﾐｽﾄ・粉塵、侵入
防止ﾌｨﾙﾀｰ

（高木一三） 熊本日本電気（株） 給油の“みどりちゃん”

（高木一三） 福岡日本電気（株） びしゃっと君

（土屋正司） （株）三五 ﾅｯﾄﾌｨｰﾀﾞｰ「振動の見える化」

（土屋正司） 三信工業（株） 水クラゲ

（土屋正司） （株）小糸製作所 八方さん

（原田誠） 日産ディーゼル工業（株） 群馬工場 設備の健康管理をする“かんしんくん”

（吉田亮英） 愛知機械工業（株）
ユニット事業本
部

ギヤボックスの摩耗監視

（吉田亮英） 住友軽金属工業（株） 名古屋製造所 ワンタッチ反り測定器（簡易）

（渡辺高志） 出光興産（株） 千葉製油所 登らず、かがまず くるりん君

奨励賞

努力賞

優秀改善賞

優秀改善賞

賞

第2回からくり改善くふう展1995　受賞一覧

特別賞

アイデア賞



1994年3月1日-2日 名古屋国際会議場

賞 会社名 作品名

優秀改善賞 車体工業（株） ＡＧＶでのからくり部品供給

アイシン高丘（株） ドラム真円度の向上

（株）フジユニバンス シェービング切削油浄化装置

特別奨励賞 カヤバ工業（株） ボルトの１ヶ出し機

熊本日本電気（株） 油圧装置の作動油汚染対策

ヤマハ発動機（株） フィルターの目詰まり感知器

大豊工業（株） ウォーターカーテン（あで姿裾しぼり）

矢崎資源（株） ストリッパー
努力賞

第1回からくり改善くふう展1993　受賞一覧

優秀改善賞

アイデア賞



2021/11/8-26 オンライン
賞 会社名 作品名

最優秀からくり改善賞 トヨタ自動車株式会社 K-ロック

株式会社豊田自動織機 セットでどうぞ

三菱自動車工業株式会社 らくらくポイ太郎

株式会社アイシン NICOIREDO64~大回転！スライドブラザーズ 

株式会社デンソー岩手 誰にでもやさしいLIFO式洗浄機『雷風凰』

トヨタ紡織九州株式会社 キャッチ＆リリース

日産車体マニュファクチュアリング株式会社 決まった！製品宙返り半回転ひねり

マツダ株式会社 マルチスピード搬送シュート

愛知機械工業株式会社 テープ貼りは、まかせてチョウダイ！Part2

株式会社デンソー 押っす！縛楽ぅ～

日産自動車株式会社 ラクラク載せ替えかんた郎

日産自動車九州株式会社 からくり台車　てこるん

株式会社村田製作所 テクダンディズム

ヤマハ発動機株式会社 からくり一斗缶運搬台車

愛知製鋼株式会社 ベアリング増星

株式会社ジェイテクト CVJ スナップリング供給装置

株式会社東海理化 ２箱積みシューター

豊田合成株式会社 水平はマスト！

トヨタ自動車東日本株式会社 バック　トゥ・ザ　ヒーター

トヨタ車体株式会社 Frﾊﾞﾝﾊﾟｰくるりんぱ

パナソニック株式会社 安全第一!　とりでら君（取出楽君）

サントリープロダクツ株式会社 拭くは内

スズキ株式会社 やっとこ挟ん太郎

光精工株式会社 ポカ娘～タリナイダーメー～

定数・定量取出しコンテスト　金賞 トヨタ紡織滋賀株式会社 定量…出てこいや！！2021

株式会社アイシン ジャスティン★カッター

マツダ株式会社 ナットスライダー

賞 会社名 事業場名

宇部興産株式会社 宇部ケミカル工場

追浜工場

横浜工場

第26回 からくり改善くふう展2021  受賞一覧

優秀からくり改善賞

協会特別賞

アイデア賞

努力賞

製造現場における「見える化・IoT」改善展2021  受賞一覧

協会特別賞
日産自動車株式会社

定数・定量取出しコンテスト　銀賞

ネーミング賞



2021/3/23-26 オンライン
賞 会社名 作品名

最優秀からくり改善賞 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社
（現：株式会社アイシン） 全集中！ワッシャー整列の呼吸

日産自動車株式会社 ねらってピタッとチルト君

マツダ株式会社 PON!!とタピオカ プラグ ティー

アイシン精機株式会社
（現：株式会社アイシン） 知恵の和

シスメックス国際試薬株式会社 お助けペダル

株式会社デンソー ⼥性にもやさしい運搬台車「定点取りトリトン」

トヨタ車体株式会社 回転式渦輪ﾊﾟﾙｽ空調機「くる輪パ‼」

日産車体マニュファクチュアリング株式会社 検出するぞ しまうまくん

愛知機械工業株式会社 テープ貼りは、まかせてチョウダイ！

光洋機械工業株式会社 カメラ検査だよ！全員整列！！

豊田合成株式会社 指差し呼称ホルダーＳＤ

トヨタ自動車株式会社 プラネタリ組付け治具

株式会社豊田自動織機 ジャスト イン オイル

パナソニック株式会社 からくりインバータ

株式会社フジコーポレーション 密です‼Eリングディスタンス

宇部興産株式会社 コロナ対策！～スマート体温測定器～

株式会社ジェイテクト 部品供給装置の標準自動化

日本精工株式会社 からくり台車初号機「リフト＆シューター」

サントリープロダクツ株式会社 お金ないもん

大日本印刷株式会社 菌滅の呼吸

手押し台車コンテスト　金賞 スズキ株式会社 たまには横に動きたい

トヨタ車体株式会社 ワンタッチマジックホイール

トヨタ紡織株式会社 空上げクン

※3/26時点の社名記載しております

手押し台車コンテスト　銀賞

からくり改善くふう展オンライン（第25回 からくり改善くふう展2020） 受賞一覧

優秀からくり改善賞

協会特別賞

努力賞

アイデア賞

ネーミング賞


	2021受賞一覧.pdf
	第26回（21年度）

	awardsList.pdf
	20表彰一覧.pdf
	第2案オンライン 第25回（20年度）

	バインダー1.pdf
	awardsList2.pdf
	awardsList.pdf
	awardsList.pdf


	2021受賞一覧.pdf
	第26回（21年度）

	20表彰一覧.pdf
	第2案オンライン 第25回（20年度）






