
※ 本事業開催最終日の消費税率を適応させていただきます。
※左記金額はテキスト資料代及び昼食代が含まれています。
　（資料は当日、会場でお渡しします。ただし、社内データ等の講演資料は印刷物としてお渡しできないことがあります。）
※法人会員の有無につきましては、HPにてご確認ください。

45,000円/1名

52,000円/1名

一般社団法人日本能率協会
法人会員

上記会員外

参加料

https://www.jma.or.jp/membership/

（消費税抜）

海外生産に関わる製造業の経営幹部・管理者
生産戦略立案に関わる方
海外生産拠点立ち上げに関わる方
海外拠点長、海外拠点運営に関わる方

2019年 10月 17日（木）　10：00～17：55
東京コンファレンスセンター・品川　（東京都　港区）

会　期

会　場

対　象

2019年（第9回） GOOD FACTORY賞  受賞企業一覧

（社名五十音順）

オムロン　欧姆龙（上海）

東レ　東麗酒伊織染(南通)

オリンパス　白河オリンパス

デンソー　PT. DENSO INDONESIAダイキン工業　堺・滋賀・淀川・鹿島製作所※4製作所共同応募

コニカミノルタ　柯尼卡美能达商用科技（东莞）花王　上海花王

■

■

■

■

2018年
（第8回）

NEC　NECプラットフォームズ 掛川事業所 ものづくりプロセス革新賞 日本（静岡県）
日本（愛知県）
日本（大阪府）
マレーシア（ペナン）
中国（西安）

ものづくりプロセス革新賞
ものづくりプロセス革新賞
ファクトリーマネジメント賞
ものづくり人材育成貢献賞

オークマ　オークマ 本社・DS2部品工場
コマツ　コマツ 大阪工場・生産技術開発センタ
東レ　Penfibre Sdn. Berhad. (PFR) Film Factory
ブラザー工業　兄弟機械（西安）

2017年
（第7回）

NEC　NECプラットフォームズ 甲府事業所 ものづくりプロセス革新賞 日本（山梨県）

日本（和歌山県）

中国（蘇州）

ベトナム（ハノイ）

日本（新潟県）

ものづくり人材育成貢献賞

ファクトリーマネジメント賞

ものづくりプロセス革新賞

ファクトリーマネジメント賞

日本（三重県）ファクトリーマネジメント賞

花王　花王 和歌山工場
ダイキン工業　大金機電設備（蘇州）
トヨタ紡織　トヨタ紡織ハノイ
パナソニック　エコソリューションズ社 ライティング事業部 新潟工場 
富士ゼロックス　富士ゼロックスマニュファクチュアリング 鈴鹿事業所

2014年
（第4回）

ダイキン工業　大金空調(上海) ファクトリーマネジメント賞 中国(上海)
中国(深圳)
タイ(パツムタニ)
タイ(アユタヤ)
日本(静岡県)

ファクトリーマネジメント賞
ものづくり人材育成貢献賞
ファクトリーマネジメント賞
ものづくりプロセス革新賞

東レ　東麗塑料(深圳)
日本電気／NECプラットフォームズ　NEC Platforms Thai
日立金属　Hitachi Metals (Thailand)
ミスミグループ本社　駿河生産プラットフォーム

2013年
（第3回）

味の素　タイ味の素社　カンペンペット事業所 ものづくりＣＳＲ貢献賞 タイ(カンペンペット)

日本(愛知県)

日本(三重県)

中国(杭州)

インド(バンガロール)

ファクトリーマネジメント賞

ファクトリーマネジメント賞

ものづくりプロセス革新賞

ものづくり人材育成貢献賞

タイ(チョンブリ)ファクトリーマネジメント賞

小島プレス工業　本社･下市場工場
東芝　セミコンダクター＆ストレージ社 四日市工場
東芝　東芝情報機器杭州社(TIH)
トヨタ自動車　Toyota Kirloskar Motor (TKM)
三菱電機　Siam Compressor Industry (SCI)

2012年
（第2回）

東レ　P.T. Easterntex ファクトリーマネジメント賞 インドネシア(スラバヤ)

中国(南通)

タイ(ゲートウェイ)

中国(広州)

中国(広州)

ものづくり人材育成貢献賞

ものづくりプロセス革新賞

ファクトリーマネジメント賞

ものづくりプロセス革新賞

日本(島根県、福島県)ものづくりＣＳＲ貢献賞

東レ　東麗合成繊維（南通）
トヨタ紡織　Toyota Boshoku Gateway(Thailand)
日産自動車　東風日産乗用車公司 広州風神汽車
パナソニック　広州松下空調器
富士通（※２社の共同応募）　島根富士通　富士通アイソテック

2011年
（第1回）

オリンパス　会津オリンパス ものづくりプロセス革新賞 日本(福島県)
フィリピン

タイ

中国(深圳)
インドネシア

ファクトリーマネジメント賞

ものづくり人材育成貢献賞

ものづくりＣＳＲ貢献賞
ものづくり人材育成貢献賞

東芝　東芝情報機器フィリピン社(Toshiba Information Equipment (Phils.) (TIP))
トヨタ自動車　　　Toyota Motor Asia Pacific Eng.&Mfg.(TMAP-EM) 
（※２社の共同応募） Toyota Motor Thailand (TMT)
富士ゼロックス　Fuji Xerox of Shenzhen
ヤマハ　PT. Yamaha Music Mfg. Asia (YMMA)

2016年
（第6回）

NEC　NECネットワークプロダクツ ファクトリーマネジメント賞 日本（福島県）

日本（長野県）

インドネシア（Karawang）

タイ（アユタヤ）

日本（愛知県）

ファクトリーマネジメント賞

ファクトリーマネジメント賞

ものづくりプロセス革新賞

ファクトリーマネジメント賞

中国（江蘇省）ものづくり人材育成貢献賞

オリンパス　長野オリンパス
トヨタ自動車　PT. Toyota Motor Mfg. Indonesia (TMMIN)
東レ　Thai Toray Synthetics Ayutthaya Factory
パナソニック　パナソニックエコシステムズ　春日井工場
パナソニック　アプライアンス　無錫松下冷機

2015年
（第5回）

コマツ　コマツ 粟津工場 ものづくりCSR貢献賞 日本（石川県）

タイ（チョンブリー）

タイ（チョンブリー）

日本（静岡県）

マレーシア（ペナン）

ファクトリーマネジメント賞

ファクトリーマネジメント賞

ものづくり人材育成貢献賞

ファクトリーマネジメント賞

中国（広州）ものづくりプロセス革新賞

ダイキン　DAIKIN INDUSTRIES (THAILAND)
デンソー　DENSO (THAILAND)
東芝　東芝キヤリア 富士工場
東レ　PEN FABRIC BERHAD
トヨタ紡織　広州桜泰汽車飾件

タイ（サムトプラカーン）ファクトリーマネジメント賞

中国（蘇州）ものづくり人材育成貢献賞

日産自動車　SNN TOOLS & DIES
日立オートモティブシステムズ　日立汽車系統（蘇州）

受賞企業名（社名五十音順） 受賞部門 所在地

https://jma-goodfactory.comお申込みはこちら▶ 検 索グッドファクトリー



　日本能率協会では2011年からアジアワイドで優良工場表彰制度を導入しています。
　この表彰制度は、国内外を問わず各地域で工場の生産性向上、品質向上をはじめ様々な体質革新活動へ取り組
まれている事例に着目し、そのプロセスや成功要因、現場の知恵、働く方々の意識改革、社会的貢献などの内容を幅
広く取り上げ、その成果を日本製造業の範として顕彰させていただくものです。
　GOOD FACTORY賞とは、これらの表彰制度の総称です。
　本講演会では、2019 GOOD FACTORY賞を受賞された各社より活動の内容をご発表いただき、その知見を共有
することで、日本製造業の海外生産活動の一助とすべく開催いたします。

CSR、環境対応、省エネ、福利厚生、地域社会との
結びつきなど、ものづくりを側面から支える“CSR”
に積極的に取り組まれている内容を表彰します

ものづくりプロセス革新賞1
IE改善、ITの適用、品質保証、工程改善、SCM改善、
JIT、調達革新、物流革新、自動化など工場・事業
所の“ものづくりプロセス”が総合的に改善・強化
されている内容を表彰します

ものづくり人材育成貢献賞2
全員参加の改善活動、技能伝承、能力開発への取り
組み、従業員育成など質の高いものづくりを実現する
ための“人材育成”に組織的に取り組まれている内容
を表彰します

ものづくりCSR貢献賞3
上記①～③の範疇での個別の内容ではなく、総合的
に“工場運営”のレベルが高く、全体にバランスのとれた 
“ 工場運営 ” の良さ、といった内容を表彰します

ファクトリーマネジメント賞4

時間

10:00

10:55

11:05

12:00

12:10

13:05

13:45

14:40

14:50

15:45

15:55

16:50

17:00

17:55

Ｃ：コーディネータ（審査委員）※受賞講演の進め方（講演45分、質疑応答7分、総括3分）
※プログラム内容は変更される場合があります。最新情報は公式HPをご覧ください。

受賞講演②

受賞講演④

受賞講演③

10月  17日 木

日本

（敬称略）

委員長

委　員

モノづくり革新で世界に価値提供できる“モノづくり拠点”の実現

花王中国家庭品事業の基幹工場としてのマネージメント進化の取組み

部門間連携によるシナジーを最大活用した高付加価値工場の実現

ものづくりは人づくり　意識行動改革を軸とした常にSHINKAし続ける工場

テキスタイル事業における工場改革・競争力強化

受賞講演①

13:05
13:45

中国

中国

中国

日本

インドネシア

中国

Ｃ：日本能率協会コンサルティング　シニアコンサルタント　松田　将寿

Ｃ：日本能率協会コンサルティング　シニアコンサルタント　石田　秀夫

昼食・昼休み

※ 講演タイトルはいずれも仮題会では2011年からアジアワイドで優良工場表彰制度を導入しています。
度は 国内外を問わず各地域で工場の生産性向上 品質向上をはじめ様々な体質革新活動へ

日本能率協会会では2011年か

受賞講演 進め方（講演45分 質疑応答7分 総括3分）

17:00

17:55

15:55

16:50

14:50

15:45

テキスタイル事業における工場改革・競争力強化

13:45

14:40

受賞講演④

ものづくりは人づくり　意識行動改革を軸とした常にSHINKAし続ける工場

時間

10:00

10:55

11:05

12:00

12:10

13:05

受賞講演②

受賞講演③

1100月 1177日 木木木

日本日本

モノづくり革新で世界に価値提供できる“モノづくり拠点”の実現

花王中国家庭品事業の基幹工場としてのマネージメント進化の取組み

部門間連携によるシナジーを最大活用した高付加価値工場の実現

受賞講演①

13:05
13:45

中国

中国中国

中国中国

日本日本

インドネシアインドネシア

中国中国

Ｃ：日本能率協会コンサルティング　シニアコンサルタント　松田　将寿

Ｃ：日本能率協会コンサルティング　シニアコンサルタント　石田　秀夫

昼食・昼休み

Ｃ：日本能率協会コンサルティング　シニアコンサルタント　石田　秀夫

Ｃ：日本能率協会コンサルティング　シニアコンサルタント　石田　秀夫

Ｃ：日本能率協会コンサルティング　シニアコンサルタント　石山　真実

Ｃ：日本能率協会コンサルティング　シニアコンサルタント　石山　真実

Ｃ：日本能率協会コンサルティング　シニアコンサルタント　松田　将寿

伊藤　謙治 東京工業大学　工学院　経営工学系　教授

新　　誠一 電気通信大学　情報理工学研究科　教授
柿崎　隆夫 日本大学　日本大学工学部シニアリサーチフェロー　日本大学ロボティクスソサエティ・フェロー　　　　　 
坂爪　裕 慶応義塾大学大学院　経営管理研究科　教授
横川　慎二 電気通信大学　i- パワードエネルギー・システム研究センター　教授
石山　真実 株式会社日本能率協会コンサルティング　シニアコンサルタント
石田　秀夫 株式会社日本能率協会コンサルティング　シニアコンサルタント
松田　将寿 Transformation Consulting合同会社　CEO

「GOOD FACTORY賞」の厳正な審査を経て受賞にいたった先進企業の取り組みを紹介いただきます。「 賞 厳 な審査を経 受賞 た た先進企業 組 を紹「GOOD FACTORY賞」の厳正な審査を経て受賞にいたった先進企業の取り組みを紹

海外生産拠点固有の悩み、課題を解決するための知恵・工夫を共有します。

紹介いた「GOOD FACTORY賞」の厳正な審査を経て受賞にいたった先進企業の取り組みを紹

海外生産拠点固有の悩み、課題を解決するための知恵・工夫を共有します。

グローバル競争が進む中、日本工場のマザー機能についての考え方を共有します。

海外生産拠点固有の悩み、課題を解決するための知恵 工夫を共有します。

グローバル競争が進む中、日本工場のマザー機能についての考え方を共有します。グロ バル競争が進む中 日本工場のマザ 機能についての考え方を共有します

先陣の優れた拠点運営や、ものづくりを側面から支える人材育成等の取り組みに学ぶことで、将来課題が発生
した際の対処法の習得やその予見につなげます。また、当日の質疑から新しい考え方を発見する機会とします。

●

●

●

●

2019年 10月 17日（木）  10：00～17：55会　期

東京コンファレンスセンター・品川 会　場

ファクトリーマネジメント賞

ファクトリーマネジメント賞

ファクトリーマネジメント賞

ファクトリーマネジメント賞

受賞講演⑤

ファクトリーマネジメント賞

特　徴

GOOD FACTORY賞とは

審査委員会　委員一覧

プ ロ グ ラ ム

オムロン
欧姆龙（上海）

花王
上海花王

オリンパス
白河オリンパス

コニカミノルタ
柯尼卡美能达商用科技（东莞）

東レ
東麗酒伊織染(南通)

世界№１を目指すモノづくり力を支える人材育成 ～技能伝承制度の確立～

受賞講演⑥

ものづくり人材育成貢献賞

ダイキン工業
堺・滋賀・淀川・鹿島製作所※４製作所共同応募

競争力のある複合工場（ミニデンソー）のグローバルモデルの実現

受賞講演⑦

ファクトリーマネジメント賞

デンソー
PT. DENSO INDONESIA



　日本能率協会では2011年からアジアワイドで優良工場表彰制度を導入しています。
　この表彰制度は、国内外を問わず各地域で工場の生産性向上、品質向上をはじめ様々な体質革新活動へ取り組
まれている事例に着目し、そのプロセスや成功要因、現場の知恵、働く方々の意識改革、社会的貢献などの内容を幅
広く取り上げ、その成果を日本製造業の範として顕彰させていただくものです。
　GOOD FACTORY賞とは、これらの表彰制度の総称です。
　本講演会では、2019 GOOD FACTORY賞を受賞された各社より活動の内容をご発表いただき、その知見を共有
することで、日本製造業の海外生産活動の一助とすべく開催いたします。

CSR、環境対応、省エネ、福利厚生、地域社会との
結びつきなど、ものづくりを側面から支える“CSR”
に積極的に取り組まれている内容を表彰します

ものづくりプロセス革新賞1
IE改善、ITの適用、品質保証、工程改善、SCM改善、
JIT、調達革新、物流革新、自動化など工場・事業
所の“ものづくりプロセス”が総合的に改善・強化
されている内容を表彰します

ものづくり人材育成貢献賞2
全員参加の改善活動、技能伝承、能力開発への取り
組み、従業員育成など質の高いものづくりを実現する
ための“人材育成”に組織的に取り組まれている内容
を表彰します

ものづくりCSR貢献賞3
上記①～③の範疇での個別の内容ではなく、総合的
に“工場運営”のレベルが高く、全体にバランスのとれた 
“ 工場運営 ” の良さ、といった内容を表彰します

ファクトリーマネジメント賞4

時間

10:00

10:55

11:05

12:00

12:10

13:05

13:45

14:40

14:50

15:45

15:55

16:50

17:00

17:55

Ｃ：コーディネータ（審査委員）※受賞講演の進め方（講演45分、質疑応答7分、総括3分）
※プログラム内容は変更される場合があります。最新情報は公式HPをご覧ください。

受賞講演②

受賞講演④

受賞講演③

10月  17日 木

日本

（敬称略）

委員長

委　員

モノづくり革新で世界に価値提供できる“モノづくり拠点”の実現

花王中国家庭品事業の基幹工場としてのマネージメント進化の取組み

部門間連携によるシナジーを最大活用した高付加価値工場の実現

ものづくりは人づくり　意識行動改革を軸とした常にSHINKAし続ける工場

テキスタイル事業における工場改革・競争力強化

受賞講演①

13:05
13:45

中国

中国

中国

日本

インドネシア

中国

Ｃ：日本能率協会コンサルティング　シニアコンサルタント　松田　将寿

Ｃ：日本能率協会コンサルティング　シニアコンサルタント　石田　秀夫

昼食・昼休み

※ 講演タイトルはいずれも仮題会では2011年からアジアワイドで優良工場表彰制度を導入しています。
度は 国内外を問わず各地域で工場の生産性向上 品質向上をはじめ様々な体質革新活動へ

日本能率協会会では2011年か

受賞講演 進め方（講演45分 質疑応答7分 総括3分）

17:00

17:55

15:55

16:50

14:50

15:45

テキスタイル事業における工場改革・競争力強化

13:45

14:40

受賞講演④

ものづくりは人づくり　意識行動改革を軸とした常にSHINKAし続ける工場

時間

10:00

10:55

11:05

12:00

12:10

13:05

受賞講演②

受賞講演③

1100月 1177日 木木木

日本日本

モノづくり革新で世界に価値提供できる“モノづくり拠点”の実現

花王中国家庭品事業の基幹工場としてのマネージメント進化の取組み

部門間連携によるシナジーを最大活用した高付加価値工場の実現

受賞講演①

13:05
13:45

中国

中国中国

中国中国

日本日本

インドネシアインドネシア

中国中国

Ｃ：日本能率協会コンサルティング　シニアコンサルタント　松田　将寿

Ｃ：日本能率協会コンサルティング　シニアコンサルタント　石田　秀夫

昼食・昼休み

Ｃ：日本能率協会コンサルティング　シニアコンサルタント　石田　秀夫

Ｃ：日本能率協会コンサルティング　シニアコンサルタント　石田　秀夫

Ｃ：日本能率協会コンサルティング　シニアコンサルタント　石山　真実

Ｃ：日本能率協会コンサルティング　シニアコンサルタント　石山　真実

Ｃ：日本能率協会コンサルティング　シニアコンサルタント　松田　将寿

伊藤　謙治 東京工業大学　工学院　経営工学系　教授

新　　誠一 電気通信大学　情報理工学研究科　教授
柿崎　隆夫 日本大学　日本大学工学部シニアリサーチフェロー　日本大学ロボティクスソサエティ・フェロー　　　　　 
坂爪　裕 慶応義塾大学大学院　経営管理研究科　教授
横川　慎二 電気通信大学　i- パワードエネルギー・システム研究センター　教授
石山　真実 株式会社日本能率協会コンサルティング　シニアコンサルタント
石田　秀夫 株式会社日本能率協会コンサルティング　シニアコンサルタント
松田　将寿 Transformation Consulting合同会社　CEO

「GOOD FACTORY賞」の厳正な審査を経て受賞にいたった先進企業の取り組みを紹介いただきます。「 賞 厳 な審査を経 受賞 た た先進企業 組 を紹「GOOD FACTORY賞」の厳正な審査を経て受賞にいたった先進企業の取り組みを紹

海外生産拠点固有の悩み、課題を解決するための知恵・工夫を共有します。

紹介いた「GOOD FACTORY賞」の厳正な審査を経て受賞にいたった先進企業の取り組みを紹

海外生産拠点固有の悩み、課題を解決するための知恵・工夫を共有します。

グローバル競争が進む中、日本工場のマザー機能についての考え方を共有します。

海外生産拠点固有の悩み、課題を解決するための知恵 工夫を共有します。

グローバル競争が進む中、日本工場のマザー機能についての考え方を共有します。グロ バル競争が進む中 日本工場のマザ 機能についての考え方を共有します

先陣の優れた拠点運営や、ものづくりを側面から支える人材育成等の取り組みに学ぶことで、将来課題が発生
した際の対処法の習得やその予見につなげます。また、当日の質疑から新しい考え方を発見する機会とします。

●

●

●

●

2019年 10月 17日（木）  10：00～17：55会　期

東京コンファレンスセンター・品川 会　場

ファクトリーマネジメント賞

ファクトリーマネジメント賞

ファクトリーマネジメント賞

ファクトリーマネジメント賞

受賞講演⑤

ファクトリーマネジメント賞

特　徴

GOOD FACTORY賞とは

審査委員会　委員一覧

プ ロ グ ラ ム

オムロン
欧姆龙（上海）

花王
上海花王

オリンパス
白河オリンパス

コニカミノルタ
柯尼卡美能达商用科技（东莞）

東レ
東麗酒伊織染(南通)

世界№１を目指すモノづくり力を支える人材育成 ～技能伝承制度の確立～

受賞講演⑥

ものづくり人材育成貢献賞

ダイキン工業
堺・滋賀・淀川・鹿島製作所※４製作所共同応募

競争力のある複合工場（ミニデンソー）のグローバルモデルの実現

受賞講演⑦

ファクトリーマネジメント賞

デンソー
PT. DENSO INDONESIA



※ 本事業開催最終日の消費税率を適応させていただきます。
※左記金額はテキスト資料代及び昼食代が含まれています。
　（資料は当日、会場でお渡しします。ただし、社内データ等の講演資料は印刷物としてお渡しできないことがあります。）
※法人会員の有無につきましては、HPにてご確認ください。

45,000円/1名

52,000円/1名

一般社団法人日本能率協会
法人会員

上記会員外

参加料

https://www.jma.or.jp/membership/

（消費税抜）

海外生産に関わる製造業の経営幹部・管理者
生産戦略立案に関わる方
海外生産拠点立ち上げに関わる方
海外拠点長、海外拠点運営に関わる方

2019年 10月 17日（木）　10：00～17：55
東京コンファレンスセンター・品川　（東京都　港区）

会　期

会　場

対　象

2019年（第9回） GOOD FACTORY賞  受賞企業一覧

（社名五十音順）

オムロン　欧姆龙（上海）

東レ　東麗酒伊織染(南通)

オリンパス　白河オリンパス

デンソー　PT. DENSO INDONESIAダイキン工業　堺・滋賀・淀川・鹿島製作所※4製作所共同応募

コニカミノルタ　柯尼卡美能达商用科技（东莞）花王　上海花王

■

■

■

■

2018年
（第8回）

NEC　NECプラットフォームズ 掛川事業所 ものづくりプロセス革新賞 日本（静岡県）
日本（愛知県）
日本（大阪府）
マレーシア（ペナン）
中国（西安）

ものづくりプロセス革新賞
ものづくりプロセス革新賞
ファクトリーマネジメント賞
ものづくり人材育成貢献賞

オークマ　オークマ 本社・DS2部品工場
コマツ　コマツ 大阪工場・生産技術開発センタ
東レ　Penfibre Sdn. Berhad. (PFR) Film Factory
ブラザー工業　兄弟機械（西安）

2017年
（第7回）

NEC　NECプラットフォームズ 甲府事業所 ものづくりプロセス革新賞 日本（山梨県）

日本（和歌山県）

中国（蘇州）

ベトナム（ハノイ）

日本（新潟県）

ものづくり人材育成貢献賞

ファクトリーマネジメント賞

ものづくりプロセス革新賞

ファクトリーマネジメント賞

日本（三重県）ファクトリーマネジメント賞

花王　花王 和歌山工場
ダイキン工業　大金機電設備（蘇州）
トヨタ紡織　トヨタ紡織ハノイ
パナソニック　エコソリューションズ社 ライティング事業部 新潟工場 
富士ゼロックス　富士ゼロックスマニュファクチュアリング 鈴鹿事業所

2014年
（第4回）

ダイキン工業　大金空調(上海) ファクトリーマネジメント賞 中国(上海)
中国(深圳)
タイ(パツムタニ)
タイ(アユタヤ)
日本(静岡県)

ファクトリーマネジメント賞
ものづくり人材育成貢献賞
ファクトリーマネジメント賞
ものづくりプロセス革新賞

東レ　東麗塑料(深圳)
日本電気／NECプラットフォームズ　NEC Platforms Thai
日立金属　Hitachi Metals (Thailand)
ミスミグループ本社　駿河生産プラットフォーム

2013年
（第3回）

味の素　タイ味の素社　カンペンペット事業所 ものづくりＣＳＲ貢献賞 タイ(カンペンペット)

日本(愛知県)

日本(三重県)

中国(杭州)

インド(バンガロール)

ファクトリーマネジメント賞

ファクトリーマネジメント賞

ものづくりプロセス革新賞

ものづくり人材育成貢献賞

タイ(チョンブリ)ファクトリーマネジメント賞

小島プレス工業　本社･下市場工場
東芝　セミコンダクター＆ストレージ社 四日市工場
東芝　東芝情報機器杭州社(TIH)
トヨタ自動車　Toyota Kirloskar Motor (TKM)
三菱電機　Siam Compressor Industry (SCI)

2012年
（第2回）

東レ　P.T. Easterntex ファクトリーマネジメント賞 インドネシア(スラバヤ)

中国(南通)

タイ(ゲートウェイ)

中国(広州)

中国(広州)

ものづくり人材育成貢献賞

ものづくりプロセス革新賞

ファクトリーマネジメント賞

ものづくりプロセス革新賞

日本(島根県、福島県)ものづくりＣＳＲ貢献賞

東レ　東麗合成繊維（南通）
トヨタ紡織　Toyota Boshoku Gateway(Thailand)
日産自動車　東風日産乗用車公司 広州風神汽車
パナソニック　広州松下空調器
富士通（※２社の共同応募）　島根富士通　富士通アイソテック

2011年
（第1回）

オリンパス　会津オリンパス ものづくりプロセス革新賞 日本(福島県)
フィリピン

タイ

中国(深圳)
インドネシア

ファクトリーマネジメント賞

ものづくり人材育成貢献賞

ものづくりＣＳＲ貢献賞
ものづくり人材育成貢献賞

東芝　東芝情報機器フィリピン社(Toshiba Information Equipment (Phils.) (TIP))
トヨタ自動車　　　Toyota Motor Asia Pacific Eng.&Mfg.(TMAP-EM) 
（※２社の共同応募） Toyota Motor Thailand (TMT)
富士ゼロックス　Fuji Xerox of Shenzhen
ヤマハ　PT. Yamaha Music Mfg. Asia (YMMA)

2016年
（第6回）

NEC　NECネットワークプロダクツ ファクトリーマネジメント賞 日本（福島県）

日本（長野県）

インドネシア（Karawang）

タイ（アユタヤ）

日本（愛知県）

ファクトリーマネジメント賞

ファクトリーマネジメント賞

ものづくりプロセス革新賞

ファクトリーマネジメント賞

中国（江蘇省）ものづくり人材育成貢献賞

オリンパス　長野オリンパス
トヨタ自動車　PT. Toyota Motor Mfg. Indonesia (TMMIN)
東レ　Thai Toray Synthetics Ayutthaya Factory
パナソニック　パナソニックエコシステムズ　春日井工場
パナソニック　アプライアンス　無錫松下冷機

2015年
（第5回）

コマツ　コマツ 粟津工場 ものづくりCSR貢献賞 日本（石川県）

タイ（チョンブリー）

タイ（チョンブリー）

日本（静岡県）

マレーシア（ペナン）

ファクトリーマネジメント賞

ファクトリーマネジメント賞

ものづくり人材育成貢献賞

ファクトリーマネジメント賞

中国（広州）ものづくりプロセス革新賞

ダイキン　DAIKIN INDUSTRIES (THAILAND)
デンソー　DENSO (THAILAND)
東芝　東芝キヤリア 富士工場
東レ　PEN FABRIC BERHAD
トヨタ紡織　広州桜泰汽車飾件

タイ（サムトプラカーン）ファクトリーマネジメント賞

中国（蘇州）ものづくり人材育成貢献賞

日産自動車　SNN TOOLS & DIES
日立オートモティブシステムズ　日立汽車系統（蘇州）

受賞企業名（社名五十音順） 受賞部門 所在地

https://jma-goodfactory.comお申込みはこちら▶ 検 索グッドファクトリー


