
オープニング
セッション

2月13日（水）

（順不同・敬称略）

人材育成・組織開発・理念浸透・ダイバーシティ

生
　
　
産

生産技術
生産管理
生産戦略
生産企画
製　造

調
達・S
C
M

調　達
開発購買
SCM
調達戦略
物　流

企
画・開
発

事業開発
マーケティング
研　究
開　発
設　計
商品企画

人材開発

品質保証・品質管理・R＆D・商品企画

クオリティ

会 期

会 場

主 催

2019年 2月13日（水）～15日（金）3日間
東京コンファレンスセンター・品川
一般社団法人日本能率協会

変わるものづくりのすがた、変わらないものづくり魂

2019
ものづくり
総合大会

第56回
ものづくり総合大会は56年にわたり開催されている、ものづくり戦略・生産技術・製造・購買調達・開発設

計・品質・人材開発部門の方々に、3日間のべ約2,500名以上の方にご参加いただく伝統ある優秀企業事例の
講演会です。
本大会では、ものづくり戦略・生産技術・製造・購買調達・開発設計・品質・人材開発領域における広いものづく

り視点から、講演企業各社の実践的な最新事例に学び、自社活動へ即座にご活用いただくことができます。
我々日本能率協会は、日本製造業のイノベーションが世界を変えると信じており、各企業の異なる考え方・取組

みを共有することが大きな価値を生み、企業の課題解決や継続的な発展に寄与すると信じています。
日本産業界からの推薦や期待が反映された、年に一度の貴重な情報交流と人的交流の場に、あなたもぜひ足を

お運びください。

ものづくり総合大会とは

1 企業実務家による企業実務家のための講演
30セッション以上で、企業の実例を基に実務家が講演をします。実務家の生の声から、実際の現場のストーリーや課題解
決のためのヒント、新しい問題提起などを学ぶことができます。

2 より具体的な内容に迫る質疑応答
セッションでは講演者やコーディネータに質問することができます。
わからないこと、大変だったことなどメディアなどでは知りえない情報を得ることができます。

3 講演内容の理解を深める専門家による解説つき
コーディネータにはコンサルタント等の理論を語れる専門家を抜擢。
実務家の講演を理論的に解説することで、より腹オチするセッションとなります。

4 他社 ものづくり人材との交流の機会
参加者同士のディスカッションを一部のセッションでご用意。
講演を聴くだけではなく、ディスカッションを通して講演内容を咀嚼し、自分自身で考える機会となります。

5 55年以上続く歴史あるカンファレンス
ものづくり総合大会は生産革新総合大会（旧カンファレンス名称）から数えるとなんと55年以上の実績！
多くの方々に支持されている、歴史あるカンファレンスです。

6 2,500名以上のものづくり人材が学びの場として利用
毎年約2,500名のものづくり人材が参加しています。日々の業務の振り返り、これからの目標の再設定など、自己研さん
の場としてもご活用ください。

大会の特徴

下記の部門にたずさわる幹部・マネジャー・スタッフの方々
生産分野
生産技術・生産管理・生産企画・生産戦略・製造など

調達分野
購買・調達・開発購買・SCM・物流など

開発分野
事業開発・マーケティング・研究・開発・設計・R&D・
商品企画など

品質分野
品質保証・品質管理・R&D・商品企画など

人材開発
人材育成・組織開発・ダイバーシティ・理念共有など 

参加対象

堀場製作所
代表取締役会長 兼 
                グループCEO
        堀場　厚

マツダ
  相談役
      金井 誠太

ソフトバンク
代表取締役 社長執行役員
                　　  兼 CEO
      宮内　謙

三菱重工業
  取締役会長
       大宮 英明

最 終 案 内



お申込みはこちら→　https://jma-seisan.jp/ ものづくり総合大会 検 索

コーディネータ

（税抜・1名参加料） 全日(3日間)

128,000円

158,000円

1日単位

48,000円

58,000円

1セッション単位
（OPセッション除く）

25,000円

30,000円

一般社団法人
日本能率協会法人会員

会　員　外

参加料

2019ものづくり総合大会 企画委員会
本田技研工業 専務取締役 生産本部長
旭化成 生産技術本部 技術企画室 担当課長
オムロン グローバルものづくり革新本部 品質革新センタ 品質技術部 部長
オリンパス 製造部門 製造技術本部 設備技術部 自動化担当部長
花王 SCM部門 技術開発センター 基幹技術グループ 部長
サンデンホールディングス 開発・モノづくり本部 製造統括室 製造管理部 部長
新日鐵住金 標準化推進部 ものづくり基盤推進室 室長
TDK 生産技術本部 生産技術・環境企画グループ 戦略企画部 企画課 課長
東芝 技術・生産統括部 生産戦略室 参事
東レ 生産本部 生産総務室 主幹
トヨタ自動車 生技管理部 生技戦略室 プロフェッショナル・パートナー
日産自動車 APW推進部 APW推進グループ シニアエンジニア
日本電気 サプライチェーン統括本部 主席主幹
パナソニック 生産技術本部 企画センター 所次長
日立製作所 モノづくり戦略本部 企画部 主任技師
富士ゼロックス モノづくり本部 生産企画統括部 プロフェッショナル・アドバイザー部 グループ長
富士通 テクノロジ＆ものづくり本部 事業推進統括部
本田技研工業 生産本部 完成車技術企画部 完成車生産・製造技術課
三菱重工業 バリューチェーン本部 バリューチェーン革新部 戦略グループ グループ長
三菱電機 生産技術部 生産性推進グループ グループマネージャー
ヤマハ発動機 調達本部 調達統括部 間材調達推進部長
ライオン 生産本部 生産管理部
リコーインダストリー ものづくり統括本部 生産管理統括センター
生管統括室 室長 兼 生管統括グループ リーダー 兼 経営企画センター 生産事業開発室

委 員 長
委 　 員

山根　庸史
金子　和史
中川　昭彦
高杉　　宏
吉岡　盛喜
斎藤　克彦
若木　明徳
木村　　淳
小松　久高
小林　拓史
井上　眞一
中里　芳夫
長尾　政彦
那須　　博
菊池　　淳
清水目　勉
秋澤　新二
藤根　雅弘
山本　武志
兼森　洋志
鈴木　晴久
小柳津敬久
石山　晴徳

（敬称略・会社名50音順）

マツダ 相談役 　金井 誠太

JMAものづくり貢献賞 表彰式・受賞記念講話 10：10～11：20

JMAものづくり貢献賞とは：長年にわたり、ものづくりの改革・改善分野において、自社はもとより産業界の発展に大きく
貢献され、かつ日本能率協会の同分野における活動への貢献が顕著に認められる企業人（個人）を選定し、「ものづくり総合大会」に
おいて表彰することにより、その労に報いるとともに、その功績を産業界に広く紹介するものです。

【略歴】
1974年　当社入社
1996年  9月　車両先行設計部長
1999年  8月　主査本部主査
2002年  8月　車両コンポーネント開発本部長
2003年  6月　執行役員 車両コンポーネント開発本部長
2004年  6月　常務執行役員
2006年  6月　取締役 専務執行役員
2011年  6月　代表取締役 副社長執行役員
2013年  6月　代表取締役 副会長
2014年  6月　代表取締役 会長
2018年  6月　相談役

■1日目　2019年 2月13日（水）
■OP　オープニングセッション 10：00～16：40（敬称略）

主 催 挨 拶 10：00～10：05

ソフトバンク 代表取締役 社長執行役員 兼 CEO 　宮内 　謙

「デジタルエコノミーの進展
 ーAI・IoTによる新産業革命ー」

特 別 講 演 1 11：40～12：50

【略歴】
1977年  2月　日本能率協会 入職
1984年10月　日本ソフトバンク（現 ソフトバンクグループ）入社
1988年  2月　同社 取締役
2006年  4月　ボーダフォン（現 ソフトバンク） 取締役、執行役副社長 兼 COO
2007年  6月　ソフトバンクモバイル（現 ソフトバンク）

代表取締役副社長 兼 COO
2012年  6月　ヤフー 取締役（現任）
2013年  6月　ソフトバンク（現 ソフトバンクグループ）

代表取締役副社長
2015年  4月　ソフトバンクモバイル（現 ソフトバンク）代表取締役社長 兼 CEO
2018年  4月　ソフトバンク代表取締役 社長執行役員 兼 CEO（現任）

ソフトバンクグループ 取締役（現任）

堀場製作所 代表取締役会長 兼 グループCEO 　堀場 　厚
「潮目が変わる時代に
　　　どう対処していくか
～Knowledge・知識力から
　  Creativity・創造力へ～」

特 別 講 演 2 14：00～15：10

【略歴】
1971年 堀場製作所の米国JV オルソン・ホリバ社に入社。
1972年 カリフォルニア大学アーバイン校に入学し、75年同大学工学部

電気工学科を卒業。
1977年 同大学大学院電子工学科修士課程を修了して堀場製作所に帰任。
1992年 代表取締役社長に就任、2005年より代表取締役会長を兼務。

社長就任時の年間売上高約400億円を、売上高2,000億円、
営業利益300億円、世界27か国に48拠点を展開し、従業員
7,500名の内60％が外国人を占めるグローバル企業に成長
させた。2018年より代表取締役会長兼グループCEOに就任。

日本電気計測機器工業会会長、日本分析機器工業会会長、京都商工会議所
副会頭などを歴任して産業界や地元経済の活性化にも貢献し、産業構造審
議会・製造産業分科会などの政府諮問機関委員も務める。フランス共和国
の科学技術と産業発展への貢献により1998年に国家功労章オフィシエ、
2010年にレジオン・ドヌール勲章シュヴァリエを受章した。また同国モ
ンペリエ大学より2015年に名誉博士号を授与されている。

三菱重工業 取締役会長 　大宮 英明

「この星に、
　　　　たしかな未来を」

特 別 講 演 3 15：30～16：40

【略歴】
1969年に東京大学工学部航空学科卒業、三菱重工業に入社。
航空機の開発・設計に長く携わり、名古屋航空宇宙システム製作所副所
長を経て、産業機器、冷熱などの事業に関わる。2008年取締役社長、
2013年より現職。
また、2011年5月から2015年6月まで経団連副会長、2014年6月から
セイコーエプソン社外取締役、2016年6月から三菱商事社外取締
役、2017年5月から日本機械工業連合会会長、2018年5月から日本
航空宇宙工業会会長、2018年6月から野村総合研究所社外取締役を
務める。

●期間内の交代参加が可能です。参加証を受付にてお預
かりする事もできます。その際、交代で参加される方の
お名前をお知らせください。
●オープニングセッションは全日または1日単位の申込み
となります。
●参加料には、参加されるセッションのテキスト資料
(分冊)代が含まれます。
●法人会員ご入会の有無につきましては、下記HPにてご確
認ください。https://www.jma.or.jp/membership/

日本経済新聞社
編集委員

関口 和一

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

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

日本能率協会
コンサルティング
シニア・コンサルタント

加賀美 行彦

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
　担当セッション
　　A1～A3
　　G1～G3

　担当セッション
　　B1～B3
　　F1～F3

　担当セッション
　　E1～E3
　　K1～K3

　担当セッション
　　D1～D3
　　J2・J3

　担当セッション
　　C1・C2
　　H1～H3

（敬称略、順不同）

「マツダの革新」
　～ロマンとソロバン～

50,000円 250,000円2019ものづくり
総合大会参加者 参加者以外

※テキスト合本は、全セッションのテキスト資料を一冊に
まとめたものです。会期終了後、送付いたします。テキスト合本 特別頒布価格1冊あたり（税抜）

＜事前申込受付は、2019年2月11日（月）17：00まで＞

（2018年12月10日現在）



A-1 A-2 A-3

B-1 B-2 B-3

C-1 C-2 C-3

D-1 D-2 D-3

E-1 E-2 E-3

クオリティ

■2日目　2019年 2月14日（木）
10：00～11：40 12：50～14：30 14：50～16：30

モノづくりのグローバル化、
　　　多様化とアライアンスでのモノづくり戦略 ダイキンの次世代生産モデルの確立を目指した取組み

ものづくり人材のための
　新しい改善・アイデア発想ワークショップ

モノづくり／コトづくりを支える購買機能の進化

購買・調達分科会ワークショップ
 経営に貢献するために見るべき指標と人材育成

子育て世代が働きやすい職場づくり! 
～新任女性リーダーが切り開く家庭と仕事の両立への道～

TOYOTA RESEARCH INSTITUTE
Chief Liaison Officer　小早 康之

P&Gイノベーション
研究開発本部 グローバルコネクトアンドデベロップ 
ヘッド オープンイノベーション（日本・韓国）　    　

① なぜ、今オープン・イノベーションなのか
② P&Gオープン・イノベーション戦略と成功事例
③ P&Gオープン・イノベーションのこれから

ジェネシスホールディングス
代表取締役社長　藤岡 淳一

日産自動車

① 加速するモノづくりのグローバル化、多様化と生産現地化
② アライアンスで共有する生産方式とその浸透
③ アライアンス生産拠点を最大活用するための戦略

東レ／Penfibre Sdn. Berhad ダイキン工業

① PDSを軸にしたグローバル生産の取組み
② IoT活用の実際と課題
③ 人材育成における取組みと今後の展開

三菱電機
FAシステム事業本部 執行役員 副事業本部長　高橋 俊哉

駿河精機
ステージ事業部 事業部長　深沢 直仁

電通Bチーム

本田技研工業
購買本部 購買企画部 部長　森 一彦

① グローバルの購買機能と日本の役割
② モノづくりの効率化を支える業務プロセスの進化
③ 次世代に向けた購買機能の進化と課題

青森オリンパス

ナーヤ J.ラーダーキリシャナン

車両生産技術本部 アライアンスグローバルダイレクター　和田 民世 空調生産本部堺製造 役員待遇 部長　澤 静治

福士 美紀子製造部 製造ET2グループ 処置具21チーム チームリーダー

ダイハツ工業
中川 智雄本社（池田）・京都工場 京都製造部 組立課 係長

目指せ!! 強いチームより、強い家族!! 
　　　　　　　　　　　　　～職場を変えた3つの「わ」と魔法の言葉～

トヨタ自動車東日本 塚本 正人岩手工場 車体部 第2ボデー課 組長

トヨタ自動車九州

日産自動車九州

篠原 晴久部品部 成形課 工長

山下 崇製造部 車体課 工長

ニトリホールディングス/ホームロジスティクス
上席執行役員/代表取締役社長　五十嵐 明生

① 物流の重要性
② ホームロジの事業領域
③「人に優しい職場環境」の実現に向けたホームロジの取組み

「人に優しい職場環境」の実現に向けた
　　　　　　　　　　　  ホームロジの取組み

① スマート工場化に取り組んだ背景ときっかけ
② SURUGA Cyber Physical Systemsの概要
③ 技術開発・導入の経緯と今後の展望について

駿河精機が挑戦するスマート工場実現への取組み
　　　　 SURUGA Cyber Physical Systems

AI × シリコンバレー オープンイノベーション イノベーション × 深セン × 経営者

グローバル × 生産戦略 グローバル × IoT × 人材育成

新発想ワークショップ

調達ワークショップ

IoT × ものづくり

物流 × 働き方 × 経営者

IoT × ものづくり

調達 × グローバル

第一線監督者の集い 最優秀事例
  （バンコク大会・上海大会）

第一線監督者の集い 最優秀事例
　 （仙台大会・福岡大会）

第一線監督者の集い 最優秀事例
　　　  （名古屋大会）

GOOD FACTORY賞 優秀事例

時代の流れに逆らって、職場を変えた男
   《笑顔の力で、崖っぷち職場からの再生》

AIに負けるな!新時代の監督者を目指して!
　　　　　　           ～未来を切り拓く新しいリーダーシップのカタチ～

小集団活動を通じた職場力の向上
　　　　　　　　　　　～思いを一つに一体感のある職場を目指して～

河田 輝久フィルム部門 取締役 フィルム副部門長

企画・開発 企画・開発企画・開発

調達・SCM物流

生産 生産

生産 人材開発

生産 人材育成

生産 人材開発

生産 人材開発

生産 人材開発 生産 人材開発

調達 人材開発

P&Gのオープン・イノベーション
① TRIの研究開発のご紹介
② イノベーションを創造するための仕組み
③ Toyota AI Ventures(TRI子会社)によるベンチャー投資

TRI流イノベーション創造の仕組み

Humanresources development and create happiness workplace 
To drive production efficiency sustainable achievement.

Toyota Motor Thailand（トヨタ自動車）
Chanchai WongkasoAssistant Manager

大金空調（上海）（ダイキン工業）
 建文製造部 担当部長

ライン能力向上により連操勤務回避に成功！

（14：50～17：30）

（14：50～18：30）

（14：50～17：00）

人材開発

【参加者交流型セッション】
日本能率協会 生産部門評議員会の購買・調達分科会で討議さ
れてきたテーマ「購買・調達領域における経営に貢献するため
に見るべき指標と人材育成」について、紹介いたします。
分科会メンバーへの質問や参加者同士のディスカッションを通
じて、課題の共有や内容理解を深めます。

【参加者交流型セッション】
電通Bチームが開発した、「ミラクルワードカード」を使って、オ
リジナルのアイデア発想プロセスを体験します。明日から使え
るアイデア発想の手法を体感できるだけでなく、参加者同士の
交流も行います。

※C-3、D-3、E-3セッションは終了時間が異なります。あらかじめご了承ください。

① 三菱電機の考える、ものづくりにおけるIoT・AI活用
② 海外の取組みや、デジタルツインの取組み
③ エッジコンピューティングを活用した今後の取組み

① 東レGとしての取組み
② Penfibre社としての取組み
③ 結果とまとめ、今後の方向性

（敬称略）

① 深センの持つ製造サプライチェーンのエコシステムを開設
② 深センの超速で生まれては死んでいく多産多死のイノベーション
③ 深セン製造サプライチェーンの得手不得手、日本企業との絡み方

深センのハードウェアサプライチェーン&エコシステム
　　　　　　　　　～超速進化に置いて行かれる日本～

スマート製造 ～IoTを活用したものづくり～

企画・開発

東レのフィルム生産基盤強化の取組み
　　　～マレーシア子会社での現場力強化事例を中心に～

「第一線監督者の集い」とは、現場リーダーの活動・行動・成果についての事例を表彰する催しです。

※セッション内容は今後変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。

［同時通訳あり］



F-1 F-2 F-3

G-1 G-2 G-3

H-1 H-2 H-3

J-1 J-2 J-3

K-1 K-2 K-3

■3日目　2019年 2月15日（金）
10：00～11：40 12：50～14：30 14：50～16：30

原点回帰：デンソーのモノづくり革新と核心

デジタルトランスフォーメーションは
　　　　　　  企業に何を求めているのか（βⅡ）コニカミノルタのイノベーションへの挑戦

　　　　デジタルイノベーション創出の型（KM-Wayの紹介）

オリンパス 製品開発を支える
　　　　　　　ものづくり支援の取組み

社員は家族、夢実現に向けたサイベックの挑戦

キユーピーにおける、
　　　　　　現場力×AIによるイノベーション

ニューロマネジメント【脳科学×マネジメント】から導く
　　イノベーション創出のための人づくりと組織づくり

化学プラントにおける
        AI・ビッグデータ活用の取組み

熊本地震からの教訓 ～その一瞬の為の備え～

お客様に選ばれ続ける工場を目指して
　　　　  ～ホームゲートウェイ事業における困りごと解決～ コマツ流つながる工場 ～見える化から改善へ～

※セッション内容は今後変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。ホームページで最新のプログラムがご覧いただけます。 検　索検　索ものづくり総合大会

トヨタ自動車
グローバル生産推進センター 主査　高橋 智和 デンソー

① 創業以来のモノづくりを振り返る
② パラダイムシフトが叫ばれる現在の課題と取組み
③ 第二の創業にむけたモノづくりの核心

技能の伝承、人づくりが生産ライン運営と進化の基本
① 基本技能訓練と若手高技能者の実践教育
② 時々刻々の現場マネジメントにより人づくりと生産性向上が育まれる
③ 互いに学び切磋琢磨する「日本と海外」の取組み

コマツ
専務執行役員 CTO　岩本 祐一

① 写真・画像の世界ではデジタル化、クラウド化、インテリジェント化と
　 技術の世代交代が進行した
② あらゆる技術がコモディティー化する中、事業創出のためには
　 技術開発だけでなくビジネス開発が必要となっている
③ デジタルトランスフォーメーションも、それを手段とする新しい
　 ビジネスの創出に向かっていくと期待される

コニカミノルタ

① オープンクローズ・アーキテクチャ
② カスタマーバリュー・プロポジション
③ ビジネスモデル・イノベーション

オリンパス

① 製品開発者支援を通じて得た「気づき」
② 最新のデジタル技術、ものづくりのノウハウと科学的手法
③ 将来に向けた取組み

富士通テレコムネットワークス
執行役員　寺内 秀明

サイベックコーポレーション
代表取締役社長　平林 巧造

① 会社の夢を掲げるブランド戦略
② 夢実現のプロセスとして大切にしていること
③ 将来に向けての挑戦

キユーピー
生産本部 未来技術 担当部長　荻野 武

① AIとは？ 何故、使う側が混乱するのか？
② キユーピーにおけるAIによるイノベーション
③ AIは技術でなく、イノベーション

スリーエム ジャパン

① 脳科学から人間の本質をY=F(X)として理解する
② やる気とひらめきをを引き出すイノベーション・マネジメントを設計する
③ 自主性を引き出すリーダーシップ・マネジメントを設計する

三井化学
生産技術高度化推進室 企画GL　江崎 宣雄

① 次世代工場構築に向けた取組み
② AI・ビッグデータ・IoTの活用
③ 運転・保全の高度化への課題

ソニーコーポレートサービス
総務センター 東京・厚木サイト総務部 担当部長　松本 博史

① 熊本地震でソニーがやった事
② 総務としてのBCP
③ 地震の心構え

オークマ
取締役副社長　家城 淳

① サイバーフィジカルシステムによるものづくりの高度化、新たな価値の創造
② オークマスマートファクトリー 「熟練と自動化が織りなす未来工場」
③ 進化し続ける日本のものづくりと今後の展望

NECプラットフォームズ
生産本部 掛川生産統括部 統括部長 土屋 大

① つくり過ぎ防止のためのものづくり改革を推進
　 改革の起点を困りごとにおき、新たな課題を克服し、
　 ホームゲートウェイレンタル事業として確立した活動のご紹介
② 工場内の見える化、方針・目標の見える化、
　 活動の見える化と徹底した見える化のご紹介
③ 全員参加型経営革新活動を推進し、現場と経営層とのコミュニケーションの仕組みのご紹介

コマツ
生産技術開発センタ 所長　山中 伸好

① 工場設備を見える化する目的
② 見える化システム開発の課題と対応
③ 社内工場、協力企業への導入活動
④ データを活用して品質保証

※セッション内容は今後変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。

ホームページで最新のプログラムがご覧いただけます。

　生産革新企画部 部長　北野 晶之

執行役員 コーポレート・プロセス・イノベーション及び品質保証担当 大久保 孝俊

製造部門 ソリューション技術本部 本部長　面田 学

取締役 兼 常務執行役 技術担当　腰塚 國博
富士フイルム R＆D統括本部 イノベーションアーキテクト 中村 善貞

ものづくり × 技能 × 人材育成

脳科学 × マネジメント × イノベーション

イノベーション × トランスフォーメーションイノベーション × CTO

生産技術 × 開発支援 × 高効率生産戦略

イノベーション × CTO

IoT × ものづくり

これからのものづくり × 経営者

現場力 × AIAI × ビッグデータ × 次世代工場

BCP × 熊本地震

GOOD FACTORY賞 優秀事例 GOOD FACTORY賞 優秀事例 GOOD FACTORY賞 優秀事例

企画・開発企画・開発

企画・開発 クオリティ生産

クオリティ生産

企画・開発生産

生産 企画・開発

生産

調達・SCM生産 人材開発企画・開発 人材開発

生産

生産 人材開発

《事前課題あり》後日、課題図書をお送りします（詳細はWEBへ）。

生産

オークマが考えるスマート工場のこれから
　～ものづくりにおけるイノベーションとカイゼンのこれから～

① IoTを活用した人にやさしいものづくり
② ちょっと先の未来が見えるスマートものづくり
③ スマートものづくりの進化

① KOMTRAXと外部技術の活用について
② 鉱山用ダンプトラックの自動運転システム（AHS）と外部技術活の拡大
③ スマートコンストラクションとオープン化の加速

（敬称略）

企画・開発

「GOOD FACTORY賞」とは、生産性・品質向上をはじめとした工場革新活動で成果をあげた工場・事業所を表彰しています。

コマツのオープンインイノベーションの取組み

ヒューマンセントリック スマートものづくり


