
伝達式時間：午前10時30分～正午

氏　　　名 勤　務　先 業　績　名

浅井 俊文 アイシン・エィ・ダブリュ（株） 段取りソケット治具の考案

生駒 裕司 アイシン・エィ・ダブリュ（株） 潤滑オイル塗布装置の考案

石垣 孝也 アイシン・エィ・ダブリュ（株） 滝壺式電磁オイルポンプ検査治具の考案

石川 明人 アイシン・エィ・ダブリュ（株） 歯車の切出し噛合せと組立てる治具の考案

石隈 明華莉 アイシン・エィ・ダブリュ（株） 無駄なエネルギーを無くした装置の考案

稲葉 裕司 アイシン・エィ・ダブリュ（株） ガスケット表裏判定１個切り出し装置の考案

今宮 高宏 アイシン・エィ・ダブリュ（株） 既存動力流用型パレット傾き修正機の考案

上田 悟 アイシン・エィ・ダブリュ（株） ATF吸引防錆油塗布一体化治具の考案

鵜飼 幸子 アイシン・エィ・ダブリュ（株） ねじ締め作業完了の見える化の考案

内山 章太 アイシン・エィ・ダブリュ（株） Oリング付プラグ良否選別シューターの考案

円城寺 孝浩 アイシン・エィ・ダブリュ（株） ゴムの収縮を利用した自動エアキャップの考案

小川 敦大 アイシン・エィ・ダブリュ（株） 刃具折れ防止研磨治具の考案

小原 和幸 アイシン・エィ・ダブリュ（株） エアーカット治具の考案

蟹江 智之 アイシン・エィ・ダブリュ（株） ハンドプレスによる高精度時間短縮加工法の考案

神本 幸太郎 アイシン・エィ・ダブリュ（株） 治具上異物回収装置の考案

亀山 弘明 アイシン・エィ・ダブリュ（株） エアーリーク密封治具の考案

河合 孝政 アイシン・エィ・ダブリュ（株） 断線の予兆が分かる被覆透明ケーブルの考案

川村 聡 アイシン・エィ・ダブリュ（株） 変形値測定用電子基板と測定器の接続端子台の考案

工藤 竜也 アイシン・エィ・ダブリュ（株） ボルト供給機　受取異常防止マグネットの考案

黒田 優介 アイシン・エィ・ダブリュ（株） 抜け止めのピン落下防止治具の考案

佐川 聖児 アイシン・エィ・ダブリュ（株） 短小ドリル専用切刃再研磨評価用測定治具の考案

嶋田 雅彰 アイシン・エィ・ダブリュ（株） 成分分析機のサンプルを平行に固定する治具の考案

清水 宏明 アイシン・エィ・ダブリュ（株） Oリング部定量塗布ポンプの考案

白井 孝康 アイシン・エィ・ダブリュ（株） ねじ締め時の金属片自動吸引機考案

鈴木 清仁 アイシン・エィ・ダブリュ（株） トロッコ定位置ストッパーの考案

外川内 愛美 アイシン・エィ・ダブリュ（株） トグル機構を使った女性に低負荷治具の考案

高須 明 アイシン・エィ・ダブリュ（株） 疎密誘導ｺｲﾙの形状保護と均熱化の考案

竹山 裕史 アイシン・エィ・ダブリュ（株） ローラーシュートブレーキシステムの考案

田中 寿哉 アイシン・エィ・ダブリュ（株） ワンアクション油塗布装置の考案

千葉 裕也 アイシン・エィ・ダブリュ（株） 購入品承認システムのアルゴリズム考案

堤 潤 アイシン・エィ・ダブリュ（株） 上下可動機構を設けたリフト受け治具の考案

長野 由衣 アイシン・エィ・ダブリュ（株） 組付け品バルブボデーの段取り統一化治具の考案
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成田 淳 アイシン・エィ・ダブリュ（株） ぜんまいを活用した無動力自動搬送機の考案

野呂 宇司 アイシン・エィ・ダブリュ（株） バルブ孔内径大不良ゼロを確立した刃具の考案

前川内 稔 アイシン・エィ・ダブリュ（株） 感電体感 簡易装置の考案

牧原 昂太 アイシン・エィ・ダブリュ（株） モーター劣化お知らせシステムの考案

松藤 俊樹 アイシン・エィ・ダブリュ（株） NC旋盤チップクランプネジの改良

満仲 佑哉 アイシン・エィ・ダブリュ（株） 教育受講者の成績を自動反映するシステムの考案

村瀨 功 アイシン・エィ・ダブリュ（株） ｵｲﾙｸ-ﾗ－異物吸引除去装置の考案

村田 圭 アイシン・エィ・ダブリュ（株） プレス金型用　カス上がり防止ダイスの考案

米津 克典 アイシン・エィ・ダブリュ（株） 検査ケーブルハンドクランプ治具の考案

浅井 さとみ アイシン化工（株） 油の再利用治具考案

安藤 真寛 アイシン化工（株） 粉体材料自重計量装置の考案

只羅 建司 アイシン化工（株） 工程別清掃道具箱の考案

吉田 浩三 アイシン化工（株） 塗装ブース工程接着剤落下防止板の考案

稲葉 勇治 アイシン機工（株） プレス工程簡易芯出し工法の考案

河村 信介 アイシン機工（株） シーソー式２段積み返却レールの考案

澤田 拡光 アイシン機工（株） 水流を利用したクーラント回収方法の考案

鈴木 将大 アイシン機工（株） 手首を痛めない自在検査治具の考案

鈴木 隆司 アイシン機工（株） 色別による識別方法の改善

柘植 翔太 アイシン機工（株） 適切糖度クーラント半自動生成方法の考案

松山 一夫 アイシン機工（株） 吸引式ビニール手袋自動脱着装置の考案

三浦 賢人 アイシン機工（株） 電流値を用いたドレッサー欠け検知方法の考案

宮本 泰裕 アイシン機工（株） 吹き返しミストから目を守るミスト回収装置の考案

伊藤 卓也 アイシン辰栄（株） ｷﾞｱﾁｪﾝｼﾞ式溶接打点ｶﾞｲﾄﾞの考案

榊原 知広 アイシン辰栄（株） 台車を押すだけで解除できるストッパーの考案

田中 寛人 アイシン辰栄（株） 鉄粉カス除去方法の考案

深見 裕隆 アイシン辰栄（株） 仕切り蓋 1ヶ切り出し装置の考案

猪口 真英 アイシン精機（株） ワーク挿入治具の考案

卯野 英生 アイシン精機（株） 極小歯型ピッチ簡易測定器の考案

奥 聡未 アイシン精機（株） 振るだけでピンが整列する治具の考案

小幡 弘富 アイシン精機（株） 塗装用ハンガーホコリ除去装置の考案

角本 浩一 アイシン精機（株） 異物付着によるソケット空回り防止治具の考案

神谷 尚敬 アイシン精機（株） グリスポンプインダクタープレートの考案

小村 芳治 アイシン精機（株） コネクタ端子孔貫通確認治具の考案

佐々木 隼平 アイシン精機（株） セット間隔を拡大できるからくり治具の考案

清水 貞行 アイシン精機（株） 目隠しでも取り出せるボルト供給装置の考案

2 



内匠 昭弘 アイシン精機（株） ボルト供給装置の考案

永井 忍 アイシン精機（株） 製品に触れなくても外観検査出来る治具の考案

永易 宏之 アイシン精機（株） 部品残量が一目で判る振り子ゲージの考案

西森 光哉 アイシン精機（株） 指一本で部品供給できる装置の考案

花村 裕樹 アイシン精機（株） 溶湯飛散防止シャッターの考案

濵上 大樹 アイシン精機（株） 力加減がいらない刃具ホルダはずし治具の考案

古川 利規 アイシン精機（株） 電力レス完成品昇降機の考案

原 安里沙 アイシン精機（株） ベアリング圧入工具の考案

榎木 克祥 アイシン高丘（株） リーク測定機用多品番に対応できる治具の考案

丸山 清 アイシン高丘（株） 配管の詰まりを無くす汚水処理方法の考案

三浦 哲也 アイシン高丘（株） 釣り糸押し出し式ホース洗浄の考案

村瀬 儀容 アイシン高丘（株） デフケース同軸測定治具による測定工数削減の考案

村中 亜希美 アイシン高丘（株） 手で感じるデフケースのバリ残り検知治具の考案

渡邊 勝章 アイシン高丘（株） 治具処理方法変更によるパイプ形状不良撲滅の考案

蟹江 郁男 愛知製鋼（株） シャフト型　突出しセット用治具の考案

坂元 健一 愛知製鋼（株） 砥石の火花溶着防止板の考案

志村 法文 愛知製鋼（株） 重量物運搬用ローラー付き台車の考案

住田 直紀 愛知製鋼（株） 大物金型の反転治具の考案

竹地 誉幸 愛知製鋼（株） 鋳片冷却水槽給水管スケール洗浄の考案

田村 優 愛知製鋼（株） 材料頭出し冶具の考案

船岡 隼 愛知製鋼（株） 冷却ファンモータ分解方法の改善

皆森 誠 愛知製鋼（株） 治工具部品ネジ穴チェックゲージの考案

山口 光浩 愛知製鋼（株） ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ用軸付き砥石分別作業治具の考案

山田 晃大 愛知製鋼（株） クランク鍛造用ツイストプレスストッパーの改善

浅田 竜一 （株）アドヴィックス ばねを利用した可動式治具の考案

大野 将一 （株）アドヴィックス 通箱押し出し装置の考案

沖 正訓 （株）アドヴィックス からくり受け皿による切粉落下防止の改善

早川 昌和 （株）アドヴィックス 手扱い低減にこだわった目視検査治具の考案

藤本 晃太 （株）アドヴィックス 密閉式エアー抜き取り装置の考案

元田 幸輝 （株）アドヴィックス 運動変換機構活用によるローラー清掃器具の考案

牧 友由樹 アンデン（株） 運搬台車の改良による移載作業簡素化の改善

山下 拓己 （株）イナテック 治具形状変更による不良低減と快適清掃の考案

生駒 大輔 内浜化成（株） 自動車製品組付け用ボルト取付構造の改善

佐藤 善勝 内浜化成（株） 樹脂部品取付孔径3Dチェック機能の改善

中野 翔太 内浜化成（株） 発泡シール材貼付けツールの考案
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島田 貴康 エィ・ケィ・ケィ・エム（株） 長尺ドリル再研磨ホルダーの考案

梅村 稔 エフティテクノ（株） ホイールセンターキャップ取外し治具の考案

志田 皓一朗 エフティテクノ（株） ブレーキキャリパピストン分解時の改善

染川 佳祐 エフティテクノ（株） 廃棄タイヤ運搬治具の考案

丹羽 佑介 エフティテクノ（株） 大型ブロック回転機構付台車の考案

松岡 秀典 エフティテクノ（株） トランスミッション脱着作業台車の考案

米津 徹哉 エフティテクノ（株） 電動リアゲート　挟み込み荷重測定の改善

今泉 知子 オーエスジー（株） 特殊ドリルリップハイト測定治具の考案

森田 行則 オーエスジー（株） オイルホール加工位置測定器の考案

岡村 祐貴 オーキス・ジャパン（株） アルミピストン割れ防止治具の考案

冨田 忠彦 小島産業（株） ペレット石鹸水付着化の考案

中川 正和 小島産業（株） 広幅レベラー　レベラーロールの清掃方法の改善

石川 日菜 小島プレス工業（株） ピンの向き判別１個切り出し装置の考案

伊藤 梨乃 小島プレス工業（株） 離型剤残渣確認方法の考案

鎌田 善行 小島プレス工業（株） 成形品混入防止治具の考案

後藤 亮二 小島プレス工業（株） 自動搬送車と無線機を活用した部品集荷の考案

下リ藤 修大 小島プレス工業（株） 動力を使わない素材投入装置の考案

遠山 直仁 小島プレス工業（株） ワイパー部の歩行者保護性能向上策の考案

鳥井 泰孝 小島プレス工業（株） 提灯プレス機の金型自動段替え装置の考案

中根 慶吾 小島プレス工業（株） 表皮成形の表皮の自動取出し装置の考案

成瀨 文浩 小島プレス工業（株） 薄型ＡＧＶによる荷運び･荷卸し機構の考案

原田 政男 小島プレス工業（株） 自動組付機の頻発停止防止策の考案

廣瀬 孝文 小島プレス工業（株） 風の流れの整流化による塗装不良改善

前田 健介 小島プレス工業（株） ラバースイッチ表面処理工程の良品条件の考案

前田 隆芳 小島プレス工業（株） リフトレスの型替台車の考案

米澤 政芳 小島プレス工業（株） バネ座部の低コスト加工法の考案

小田 祐嗣 （株）シーヴイテック EPｹﾞｰｼﾞ交換作業工具ﾚｽ化の考案

浪崎 和夫 （株）シーヴイテック トルクレンチ校正冶具の考案

赤塚 勉 JFEスチール（株） 電縫鋼管製造における凸型切削工具の考案

高井 宏貴 JFEスチール（株） 電縫鋼管製造における凸型切削工具の考案

堀田 剛 JFEスチール（株） 電縫鋼管製造における凸型切削工具の考案

犬塚 達磨 （株）ジェイテクト 重量物の運搬作業リスク低減の運搬台車考案

梶間 隆良 （株）ジェイテクト 製品搬送反転装置の考案

鎌田 亘 （株）ジェイテクト ラックバーQR印字面定位置化装置の考案

志水 修 （株）ジェイテクト からくりによる部品供給装置の改善
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田辺 忠男 （株）ジェイテクト 定寸装置基板の調整治具製作による作業改善

田村 淳 （株）ジェイテクト 自重を利用したワーク反転装置の考案

木戸口 晃之 昌和合成（株） ピン挿入治具の考案

田中 遼平 昌和合成（株） 成形品における異物除去機構の考案

深見 和正 昌和合成（株） 不織布剥がし台の考案

八木 武 （株）シンテックホズミ レーザカット面の黒皮取り工具の考案

加藤 隆彰 真和工業（株） ボルト間ピッチ溶接用軽量治具の考案

山本 武史 真和工業（株） プーリー専用箱構成品の削減および構造の考案

大島 啓義 大同特殊鋼（株） ガス流速測定と衝撃波の可視化技術の考案

大地田 雅史 大和化成工業（株） チェッカー赤外線反射による箱替え作業改善

福屋 彰人 中部電力（株） 蒸気タービンロータの超音波探傷検査手法の考案

宇佐見 稔 槌屋スクリーン（株） ウインドウフィルム製品のシートカット工程改善

山口 幸司 槌屋ティスコ（株） 平編みブラシの糊付け工程における巻取方法の改善

伊藤 浩史 槌屋デカル工業（株） 品番及び出庫数量確認方法のコード照合化の考案

河合 美奈 槌屋デカル工業（株） 品番及び出庫数量確認方法のコード照合化の考案

牧野 知浦 槌屋デカル工業（株） 品番及び出庫数量確認方法のコード照合化の考案

宮里 孝 （株）デンソーダイシン 内径溝加工バイト購入費用削減の為の治具の改良

山下 裕司 （株）デンソーダイシン カップリング形状変更によるガタ発生防止の改善

丸山 栄太郎 （株）東海理化電機製作所 検査員の不具合検出力向上改善

近藤 秀次 （株）トヨタエンタプライズ フラスコ自動洗浄装置の考案

坂下 誠 豊田合成（株） 自動車用燃料ホース自動機段替え改善

菅井 隆章 豊田合成（株） 自動車パネル部品の表皮巻き圧着工法考案

副島 幸司 豊田合成（株） 燃料系バルブ組付け機の組付け方法の改善

中園 誠人 豊田合成（株） エアーベント拡大による洗浄工数の改善
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伝達式時間：午後2時～午後3時30分

氏　　　名 勤　務　先 業　績　名

壁谷 将弘 （株）ＳＯＫＥＮ 精密砥石成形を実現したホイール型ドレッサの考案

神川 直毅 （株）ＳＯＫＥＮ 衝突防止ソナー性能評価ロボットの考案

小林 謙一 （株）ＳＯＫＥＮ マルチシールが可能なゴム風船バルブの考案

柴田 秀人 （株）ＳＯＫＥＮ アクセル操作要らずのモード走行システムの考案

首藤 純也 （株）ＳＯＫＥＮ 赤外線によるインジェクタ先端温度計測方法の考案

鈴木 幸和 （株）ＳＯＫＥＮ スライドインできるフィルム温度センサの考案

福田 隆博 （株）ＳＯＫＥＮ ハイブリッド密閉パッキンの考案

藤枝 宏樹 （株）ＳＯＫＥＮ エンジン内部死角なし可視化手法の考案

松下 昭 （株）ＳＯＫＥＮ 身体を痛めず地球にやさしい廃油処理装置の考案

水野 有喜 （株）ＳＯＫＥＮ ヒータ線の等間隔巻き付け工法の考案

宮田 大輔 （株）ＳＯＫＥＮ 米つぶより小さいセンサの設置ツール考案

山本 雄大 （株）ＳＯＫＥＮ 気泡レス歪ゲージ貼り付け工法の考案

有近 誠 （株）デンソー Ｇ４Ｓバルブセット荷重測定機故障対策の考案

生田 直久 （株）デンソー 工場用空調機変風量制御の考案

石川 篤史 （株）デンソー エッチング装置ターボポンプ予兆監視の考案

伊藤 澄雄 （株）デンソー ジャイロセンサのキズを無くす手法の考案

犬飼 正雄 （株）デンソー ステータドライブ溶接工程自動化の改善

大瀬良 猛 （株）デンソー サプライポンプ市販梱包材の統一化改善

大貫 正哲 （株）デンソー ローラー熔着不良低減に向けた治具改善

小川 奈誉 （株）デンソー インレット溶接機チャックユニット段取レスの考案

加藤 茂 （株）デンソー アーマチャ溝手バリ作業の改善

工藤 和文 （株）デンソー 溶接不良防止に向けた電極固定機構の考案

近藤 弘樹 （株）デンソー ディンプル加工工法への改善

佐伯 祐弥 （株）デンソー 通信データの自動評価手法の考案

笹岡 孝児 （株）デンソー 合格品捺印スタンプのインク自動補充機構の考案

里村 隆幸 （株）デンソー エピ薄膜を非破壊で測定する工法の考案

柴田 晃 （株）デンソー 4Wマルチ成形機ワーク投入異常撲滅の改善

嶌 貴史 （株）デンソー 製品番号の刻印作業改善

杉浦 美咲 （株）デンソー 小径深穴加工ドリルの考案

鈴木 智博 （株）デンソー ＩＤ異常撲滅可動式IＤアンテナ考案

関 紀子 （株）デンソー 藻の収穫時期を逃さない光による油計測手法の考案

千賀 圭博 （株）デンソー 輸出用製品ダイレクト梱包作業の改善
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玉木 康秋 （株）デンソー ノズル突出治具の段取り時間短縮改善

都築 健二 （株）デンソー ロボットモーター診断システム開発の改善

時弘 一和基 （株）デンソー 研磨パッドの長寿命化と運用方法の考案

所 洋一 （株）デンソー 発熱抑制フィルタ考案によるモータ耐久試験の改善

豊原 友樹 （株）デンソー シリンダ袋穴部バリ取り治具の考案

中野 孝徳 （株）デンソー １４ＩＮＶ搬送冶具トレー工法改善

中畑 達哉 （株）デンソー 流体研磨スラリー回収ポンプの改善

野邊 僚汰 （株）デンソー MGステータ含浸機クランプユニットの改善

林 貴裕 （株）デンソー スパークプラグ中心電極部品の改良

福島 昇平 （株）デンソー 電動シリンダーメーカーの専用保護電池改良

平敷 浄治 （株）デンソー ハウジングボール圧入工程正味時間短縮改善

升崎 進也 （株）デンソー ダミーPLCによる自動搬送装置試運転方法の考案

増田 行保 （株）デンソー 輸出梱包作業改良によるコストダウンの考案

松下 政利 （株）デンソー 過電流センサの加工組付複合機の考案

青山 達也  トヨタ自動車（株） 金属皮膜かき取りプッシャーピンの考案

阿部 武  トヨタ自動車（株） 研磨作業自動化に伴う治具の考案

阿見 慎一  トヨタ自動車（株） 水素高圧容器の内部洗浄治具の考案

石井 優介  トヨタ自動車（株） 薄肉カバー加工治具の考案

伊東 寛幸  トヨタ自動車（株） ブレーキチューブ用ナット締結治具の考案

今堀 稔生  トヨタ自動車（株） 一か所しか開かない部品箱の考案

岩本 学武  トヨタ自動車（株） ドライブシャフトナットかしめ解き治具の考案

植木 宗春  トヨタ自動車（株） 鋳造中子吹込み口バリ除去装置の考案

梅村 茂己  トヨタ自動車（株） スクリュー式クリップ割出取付け治具の考案

太田 真吾  トヨタ自動車（株） 締結用樹脂グロメット取外し治具の考案

兼井 大輔  トヨタ自動車（株） 段付き逆流防止弁の考案

河合 正太郎  トヨタ自動車（株） 破損防止テーキンの考案

川田 滋文  トヨタ自動車（株） 光るアーク溶接ロボットティーチングツールの考案

川端 直  トヨタ自動車（株） スペーサー溶接位置決めねじの考案

吉良 和彦  トヨタ自動車（株） キャリパーボルト仮締め供給システムの考案

桐田 雅之  トヨタ自動車（株） ロボット干渉の自動判定マクロの考案

串浦 良平  トヨタ自動車（株） 車両電装品通電テスト用アース線の考案

小島 吉弘  トヨタ自動車（株） 上下２分割バンパ組付け新構造の考案

小島 涼輔  トヨタ自動車（株） スポット溶接痕平面化アタッチメントの考案

後藤 卓也  トヨタ自動車（株） 燃料噴射装置交換時の燃料流入防止装置の考案

坂口 直也  トヨタ自動車（株） 溶加棒送りホルダーの考案
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笹田 啓介  トヨタ自動車（株） 体重を利用して上がるリフターの考案

佐田 雅司  トヨタ自動車（株） ロッカーモール受け渡し装置の考案

佐野 直道  トヨタ自動車（株） 三段棚への重量部品パレット移載台車の考案

末冨 肇  トヨタ自動車（株） ドライブシャフト取り外し治具の考案

末永 賢治  トヨタ自動車（株） 電磁チャックの磁気確認器の考案

瀬川 健治  トヨタ自動車（株） 可変２段爪式断熱カラーＯリング組付け機構の考案

園 直也  トヨタ自動車（株） 簡易脱着式マスター治具の考案

髙木 一真  トヨタ自動車（株） 樹脂ブロック接着方法の改善

髙橋 正  トヨタ自動車（株） 折りたたみ台車の考案

田口 賢二  トヨタ自動車（株） 運搬台車自動荷物落下防止治具の考案

竹ノ内 一  トヨタ自動車（株） バルブスプリング組付け装置の考案

竹ノ子 竜真  トヨタ自動車（株） 排気ガスフィルタ自動交換装置の考案

田中 孝典  トヨタ自動車（株） 渦巻き発生型電解ノズルの考案

田中 寿幸  トヨタ自動車（株） タイヤへの熱電対挿入治具の考案

田中 誠人  トヨタ自動車（株） アクセルペダル自動操作装置の考案

田中 文彰  トヨタ自動車（株） ダッシュボード押し治具の考案

柘植 渉  トヨタ自動車（株） 自動ふるい装置の考案

鶴田 進  トヨタ自動車（株） チェーンブロック垂直出し治具の考案

寺島 昌志  トヨタ自動車（株） プロペラシャフト分解治具の考案

冨山 敬  トヨタ自動車（株） ジャッキレスマツバの考案

中村 圭介  トヨタ自動車（株） 砂型造型機オリジナル排気弁の考案

成瀬 昌之  トヨタ自動車（株） スライダー取外し専用工具の考案

西﨑 拓也  トヨタ自動車（株） 歪ゲージ加圧時の定加圧治具の考案

野中 勝久  トヨタ自動車（株） 静水圧成形型構造の考案

橋本 賢一  トヨタ自動車（株） マシンバイス反転治具の考案

早坂 真一  トヨタ自動車（株） アルミステップの転倒防止機構の考案

日野 達也  トヨタ自動車（株） Ｄ４ポンププランジャーの粗さ測定効率化の改善

深川 順一  トヨタ自動車（株） ボンベ載せ降ろし機構付き運搬台車の考案

船尾 千春  トヨタ自動車（株） 小型水素タンク内部撮影治具の考案

古市 准也  トヨタ自動車（株） ホールドスプリング圧縮保持治具の考案

堀江 渉  トヨタ自動車（株） 自動搬送機可動式近接スイッチの考案

松下 徹  トヨタ自動車（株） ハイブリッドモーター分解治具の考案

三谷 公哉  トヨタ自動車（株） リールセットアーム治具の考案

三室 里穂  トヨタ自動車（株） ワーク穴位置計測用変換ツールピンの考案

三好 卓也  トヨタ自動車（株） 小物部品整列組付装置の改良
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三輪 龍也  トヨタ自動車（株） アーク溶接用アースプレートスパーク防止の考案

守口 真太郎  トヨタ自動車（株） ボデー用3方向荷重計の考案

森久 和美  トヨタ自動車（株） 軽量接着剤塗布ガンの考案

山内 雄貴  トヨタ自動車（株） 冷却水循環装置内ヒーター錆び抑制治具の考案

山頭 亮  トヨタ自動車（株） 片手でできる砥石交換治具の考案

山口 貴也  トヨタ自動車（株） ボルト一括挿入治具の考案

山田 龍平  トヨタ自動車（株） バルブシート撮影治具の考案

吉本 欣輝  トヨタ自動車（株） 消音エアーノズルの考案

渡邉 誠秀  トヨタ自動車（株） 万能固定治具の考案

石川 豊 （株）豊田自動織機 部品箱の自動払い出し装置付き部品棚の考案

稲垣 真吾 （株）豊田自動織機 運搬台車の改良

狗飼 義隆 （株）豊田自動織機 車両装備品USB端子通電確認用治具の改良

梶原 徹 （株）豊田自動織機 部品手元化装置付きライン同期台車の考案

里 英男 （株）豊田自動織機 ラッシュアジャスタ組付治具の考案

佐藤 歩 （株）豊田自動織機 ルーフサイレンサーの無動力送り装置の考案

竹嶋 良介 （株）豊田自動織機 ダンボール箱の組立治具考案

竹本 和生 （株）豊田自動織機 コンプレッサ部品再芯出し作業の改善

谷口 清彦 （株）豊田自動織機 オリジナルソケットの考案

中島 勇介 （株）豊田自動織機 センサーカバーの考案

中村 暁雄 （株）豊田自動織機 ジェットクーラーの活用による刃具冷却方法の改善

福田 雄太 （株）豊田自動織機 ペダル式台車連結装置の考案

牧田 卓也 （株）豊田自動織機 部品箱載せ替え装置の考案

松野 博 （株）豊田自動織機 重量物運搬作業を軽減した油脂台車の考案

山本 陽平 （株）豊田自動織機 ダンボール一括移載からくり台車の考案

天野 浩志 トヨタ車体（株） フロントドアスピーカー取付工具の改良

稲垣 博行 トヨタ車体（株） スライドドアアウター取り出し装置の改良

岩坪 正之 トヨタ車体（株） レーザーポインターによる位置出し治具の考案

小此木 拓也 トヨタ車体（株） 全自動ホーン音圧測定機の考案

鎌田 善久 トヨタ車体（株） ブレーキペダル加圧機の改良

河塚 雄一 トヨタ車体（株） アーク溶接チップ再利用化アタッチメントの考案

木村 翔 トヨタ車体（株） ボデー停止位置セット装置の考案

草彅 秀幸 トヨタ車体（株） 自動走行搬送機連結金具の考案

猿渡 卓也 トヨタ車体（株） ドア検査時自重によるシーラ―切れ防止の考案

重水 隆太 トヨタ車体（株） 軸重計精度検査治具の考案

長尾 洋之 トヨタ車体（株） ランプ固定汎用治具の考案
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中田 勝利 トヨタ車体（株） 人にやさしい無動力台車の考案

西垂水 雄章 トヨタ車体（株） シンナー廃液注入管詰まり防止装置の考案

西原 健太 トヨタ車体（株） パワーステアリングオイル充填機の考案

西村 陵 トヨタ車体（株） クレーンを使用しない運搬台車の考案

福田 賢浩 トヨタ車体（株） ボデー搭載治具の考案

丸山 佑大 トヨタ車体（株） ガス流量自動測定システムの考案

宮本 勝範 トヨタ車体（株） ドアライン空箱自動返却装置の考案

和斉 佑弥 トヨタ車体（株） アースブラシ取付位置と摩耗チェック方法の改善

後藤 和輝 トヨタ車体精工（株） 低負荷で箱持上げを可能にした押上げ装置の考案

河合 浩二 トヨタすまいるライフ（株） 膨張式サーモスタット調査治具の考案

桑原 誠 （株）豊田中央研究所 冷熱試験における圧着端子と電極間の接触不良改善

山田 貴男 豊田バンモップス（株） 旋盤加工における歪防止治具の考案

岩田 和大 トヨタ紡織（株） 製品の厚みに合わせた超音波溶着制御の考案

島崎 晴央 トヨタ紡織（株） プレス品姿勢崩れ補正器具の考案

寺島 幸弘 トヨタ紡織（株） 自動車用装飾部品組付け可動式作業台考案

水野 浩徳 トヨタ紡織（株） 磁石を利用した金型反転作業の考案

脇田 博明 トヨタ紡織（株） 縫製治具の帯押さえの開閉の考案

内藤 義男 日本車輌製造（株） 屋根受板治具の考案

森 勝利 日本車輌製造（株） クーラー取付枠　スポット溶接回転治具の考案

岩瀬 初美 （株）フレックスキャンパス ｱﾆｰﾙ工程 製品自動ｴｱｰ拭き治具の考案

甲斐 孝子 （株）フレックスキャンパス 配線作業の簡素化治具の考案

神谷 元規 （株）フレックスキャンパス オートヒューズ組付け治具の考案

川森 克美 （株）フレックスキャンパス クランプ誤品取り出し防止治具の考案

水本 誠二 （株）フレックスキャンパス 電線箱替え機による束取り作業改善

立野 一昭 豊生ブレーキ工業（株） 型運搬台車と棚の一体化装置の考案

有我 昌幸 豊和化成（株） 一体型スライドノブ変形対策の考案

浦島 茂 豊和化成（株） レジスタダンパ構成品の１個繰り出しの考案

保母 貴也 豊和化成（株） レジスタ構成品　箱替えラックの考案

岩谷 尚樹 丸和電子化学（株） 真空圧を利用した部品の欠品防止の改善

片山 哲成 丸和電子化学（株） ペットボトルの活用による給水作業の自動化の考案

助田 佳隆 丸和電子化学（株） タンポ印刷の位置ズレ防止ガイドの考案
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