
第11回  2023 GOOD FACTORY賞 受賞企業（企業名50音順）

花 王  　　　　　／　ダイキン工業

東 芝　　  　　　　　／　トヨタ自動車　　  ／　リコー

過去の受賞企業一覧 （社名 五十音順）※会社名は受賞当時の表記となっております。
最終パンフレット

第 2回 （2012年）
東レ  PT. Easterntex（インドネシア）
東レ  東麗合成繊維（南通）
トヨタ紡織  Toyota Boshoku Gateway（Thailand）（タイ）
日産自動車  東風日産乗用車公司 広州風神汽車（広州）
パナソニック  広州松下空調器（広州）
富士通〔※２社の共同応募〕　島根富士通

富士通アイソテック
第 1回 （2011年）

オリンパス　会津オリンパス
東芝　東芝情報機器フィリピン社（フィリピン）

(Toshiba Information Equipment（Phils.）（TIP））
トヨタ自動車〔※２社の共同応募〕

Toyota Motor Asia Pacific Eng. & Mfg.（TMAP-EM）
Toyota Motor Thailand（TMT）（タイ）

富士ゼロックス　Fuji Xerox of Shenzhen（深圳）
ヤマハ　PT. Yamaha Music Mfg. Asia（YMMA）（インドネシア）

第10回 （2022年）
オリンパス　青森オリンパス
花王　栃木工場
JUKI　大田原工場
東レ　岐阜工場

2023年  3月  9日(木)　　【開催時間】10：00～16：302023年  3月  9日(木)　　【開催時間】10：00～16：30会 期

東京コンファレンスセンター・品川（東京都 港区）東京コンファレンスセンター・品川（東京都 港区）会 場

・国内外の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
・海外拠点長、海外拠点運営に関わる方
・海外生産拠点立ち上げに関わる方

・国内外の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
・海外拠点長、海外拠点運営に関わる方
・海外生産拠点立ち上げに関わる方

対 象

・「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。
・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、本工場のマザー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。

・「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。
・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、本工場のマザー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。

特 徴

オムロン　欧姆龙（上海）
オリンパス　白河オリンパス
花王　上海花王 上海工場（上海）
コニカミノルタ　柯尼卡美能达商用科技（东莞）
ダイキン工業  〔※�製作所の共同応募〕 堺・滋賀・淀川・鹿島製作所
デンソー　PT. DENSO INDONESIA（インドネシア）
東レ　東麗酒伊織染（南通）

第 9回 （2019年）

日本電気　NECプラットフォームズ  掛川事業所
オークマ　本社・DS�部品工場
コマツ　大阪工場・生産技術開発センタ
東レ　Penfibre Sdn.Berhad.（PFR）Film Factory（マレーシア） 
ブラザー工業　兄弟機械（西安）

第 8回 （2018年）

日本電気　NECプラットフォームズ 甲府事業所　
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（ベトナム）
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

第 7回 （2017年）

日本電気　NECネットワークプロダクツ
東レ　Thai Toray Synthetics Ayutthaya Factory（タイ）
オリンパス　長野オリンパス
トヨタ自動車　PT.Toyota Motor Mfg. Indonesia（TMMIN）（インドネシア）
パナソニック アプライアンス　無錫松下冷機（無錫）
パナソニック　パナソニックエコシステムズ 春日井工場

第 6回 （2016年）

コマツ　コマツ 粟津工場　
ダイキン　DAIKIN INDUSTRIES（THAILAND）（タイ）　
デンソー　DENSO（THAILAND）（タイ）
東芝　東芝キヤリア 富士工場
東レ　PEN FABRIC BERHAD（マレーシア）
トヨタ紡織　広州桜泰汽車飾件（広州）
日産自動車　SNN TOOLS & DIES（タイ）
日立オートモティブシステムズ　日立汽車系統（蘇州）

第 5回 （2015年）

日本電気　NECプラットフォームズ　NEC Platforms Thai（タイ）
ダイキン工業　大金空調(上海)
東レ　東麗塑料(深圳)
日立金属　Hitachi Metals（Thailand）（タイ） 
ミスミグループ本社　駿河生産プラットフォーム

第 4回 （2014年）

味の素　タイ味の素社　カンペンペット事業所（タイ）
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）（杭州）
トヨタ自動車　Toyota Kirloskar Motor（TKM）（インド）
三菱電機　Siam Compressor Industry（SCI）（タイ）

第 3回 （2013年）

次回 「GOOD FACTORY賞」応募のご案内
「第12回 2024 GOOD FACTORY賞」を募集いたします。下記事務局までお問い合わせください。

一般社団法人日本能率協会「GOOD FACTORY賞」事務局
〒105-8522 東京都港区芝公園3-1-22　TEL：03（3434）1410（直通）
goodfactory-award@jma.or.jp

検索はこちら 

▶

検 索グッドファクトリー

プログラム内容に関する問い合せ先（事務局）
一般社団法人日本能率協会「GOOD FACTORY賞」事務局
〒105-8522 東京都港区芝公園3-1-22　TEL：03（3434）1410（直通）

キャンセル規定
開催15日前～開催8日前(開催当日を含まず)･･･････････････参加料の10%
開催7日前～前々日(開催当日を含まず)････････････････････参加料の30%
開催前日および当日･････････････････････････････････････参加料全額
電話でご確認後、所定のお手続きをお取りください。万一キャンセルの場合、初回のお申出の日付に
より上記キャンセル料が発生します。
（注）キャンセルの場合は必ず右記JMAマネジメントスクールの問い合わせフォームよりご連絡ください。

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

※左記金額にはテキスト資料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ません。ご了承ください。）
※法人会員の有無につきましては、右記HPにてご確認ください。 https://www.jma.or.jp/membership/
※オンラインでお申込みの方には、1週間前にご案内をお送りします。

16,500円/1名
27,500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
（消費税込）

JMAマネジメントスクール　TEL：03（3434）6271
電話受付時間　月～金曜日9:00～ 17:00　ただし祝日を除く

E-mail：seminar@jma.or.jp　FAX：03（3434）5505

申込に関する問い合せ先（参加証・請求書・キャンセル・変更などに関する内容）

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。
詳細は下記HPをご覧ください。
https://school.jma.or.jp/seminar_entry/regulation.php

参　加　申　込

～ アジア５工場の実践事例に学ぶ ～

®®



※各社講演の進め方…60分（講演：50分、Q&A：7分、全体まとめ：3分）、休憩：10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。

※C：コーディネータ（審査委員）

昼食・昼休み（60分）

【第11回】2023 GOOD FACTORY賞

プログラム （敬称略）

11：10

～

12：10

13：10

～

14：10

14：20

～
15：20

15：30

～

16：30

時 間 ３月９日（木）

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

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

GOOD FACTORY賞 受賞企業講演

®

GOOD FACTORY賞とは
① ものづくりプロセス革新賞
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。

② ものづくり人材育成貢献賞
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。

③ ものづくりCSR貢献賞
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。

④ ファクトリーマネジメント賞
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。

（企業名順発表）

10：00

～

11：00

審査委員会　委員一覧 （敬称略）

委員長

委　員

伊藤 謙治　  東京工業大学 名誉教授 / 東京理科大学 経営学部 教授

新　 誠一　  電気通信大学 名誉教授
キヤノンメディカルシステム株式会社 先端研究所所長 / 株式会社アイシン 社外取締役

柿崎 隆夫　  日本大学 理工学部 シニアリサーチフェロー
坂爪 　裕　  慶応義塾大学大学院 経営管理研究科 委員長 / ビジネス・スクール校長
石田 秀夫　  株式会社日本能率協会コンサルティング 取締役 シニアコンサルタント 
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
松田 将寿　  Transformation Consulting合同会社 CEO Management Consultant

花　王　　企 業 名：Kao Industrial(Thailand)Co.,Ltd.

テーマ：アジア基幹工場として 、花王タイ自立化への取り組み

Vice President,Supply Chain & Factory Manager  　浅田 忠信
C：Transformation Consulting合同会社 CEO Management Consultant　　松田 将寿

ダイキン工業　　企 業 名：DAIKIN COMPRESSOR INDUSTRIES LTD.

テーマ：ローカル主体でのITを活用した工場の体質強化取組みと
基幹部品のモノづくり改革

取締役社長  　大井 　隆
C：株式会社日本能率協会コンサルティング 取締役 シニアコンサルタント　　石田 秀夫

東　芝　　企 業 名：豊前東芝エレクトロニクス株式会社

テーマ：「ONE BUZEN」
人と地球の明日に向けて“モノづくり力世界 No .1”になる

社長  　神谷 和文
C：株式会社日本能率協会コンサルティング 取締役 シニアコンサルタント　　石田 秀夫

トヨタ自動車　　企 業 名：SIAM TOYOTA MANUFACTURING CO.,LTD.

テーマ：圧倒的なコスト競争力を目指す
「三本柱活動の経営的意義」

President  　Virayot Prutakorawong
C：Transformation Consulting合同会社 CEO Management Consultant　　松田 将寿

リコー　　企 業 名：株式会社リコー 沼津事業所

テーマ：～e-smile！変化を楽しみ、未来に繋げるチャレンジ～
「人財」中心に「成長」し続ける最先端自律化工場へ

CMC事業本部 CMC事業本部長 沼津事業所長  　村上 栄作
C：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　　石山 真実

～ アジア５工場の実践事例に学ぶ ～受賞企業講演会

GOOD FACTORY賞 審査委員会 委員長
東京工業大学 名誉教授 / 東京理科大学 経営学部 教授　　　　　　　伊藤　謙治

昨年度は新型コロナウィルス感染症が猛威を振るう中、2年ぶりにGOOD FACTORY賞の審査、そして授賞式を行う
ことができました。厳しいコロナ禍ということで通常の現地審査は諦め、各工場のマネジメントの特徴や優れた点をオン
ラインで審査するという方式を採りました。結果的には、これまで大事にしてきた現場・現物・現実の三現主義による現地
審査と同等レベルの信頼度を、オンライン審査においても確認するとともに、ヨーロッパや北米といった遠隔地の工場、
あるいは複数工場にまたがる審査など、GOOD FACTORY賞の新たな可能性を議論するきっかけにもなりました。それ
から1年経ち、今年度の審査の時期になりましたが、新型コロナウィルスの感染状況は変わらず厳しいものがありました。
しかし、今年度は関係企業・工場の皆様の多大なご協力により、実際に受審工場に赴き、それも国内工場だけでなく、海外
3工場を含んだ現地審査により最終確認をすることができました。昨年度は「オンライン審査でも適切な評価は可能だ」と
言っていた審査委員も、今年度の最終審査委員会では「現地に行き、現場を見て説明を聞くと、マネジメントの仕組みや
取り組みの詳細がわかり、やっぱり現地審査だね」と異口同音に、GOOD FACTORY賞における現地審査の重要性を
改めて確認しました。
GOOD FACTORY賞も今回で11回を迎え、これから二巡目に入り、さらなる展開、発展が期待されており、創設からの

1巡目は海外工場の受審が比較的多かったように記憶しています。近年では、アジア諸国の人件費の上昇、政情の不安定
など、さまざまな理由により、国内生産に回帰している企業も耳にしています。そのようなこともあってか、GOOD 
FACTORY賞に対して国内工場の応募も増えてきており、我々審査委員会としてもうれしい限りです。
今後とも、優れたマネジメントの取り組みを社会全体に発信して頂くとともに、今後のますますの発展を祈念しており

ます。

2023年　GOOD FACTORY賞　受賞講演会挨拶 （敬称略）

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いておりますが、GOOD FACTORY賞とは、これらの表彰制度の総称です。
本講演会は、2023 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、

日本製造業の活動の一助とすべく開催いたします。

受賞講演 ①

受賞講演 ②

受賞講演 ③

受賞講演 ④

受賞講演 ⑤


