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TPM 優秀工場見学会
®

2020 年 5 月～ 7 月開催・全 4 回

ＴＰＭ優秀賞受賞事業場の見学会です！
！
TPMの定義 ～TPM
（Total Productive Maintenance）
とは～
1. 生産システム効率化の極限追求
（総合的効率化）
をする企業体質づくりを目標にして 2. 生産システムのライフサイクル全体

を対象とした“災害ゼロ・不良ゼロ・故障ゼロ” などあらゆるロスを未然防止する仕組みを現場、現物で構築し、
3. 生産部門を
はじめ、
開発、
営業、
管理などのあらゆる部門にわたって 4. トップから第一線従業員にいたるまで全員が参加し 5. 重複小集
団活動により、
ロス・ゼロを達成すること

2020 年 5 月15 日
（金）

第1回

※貴事業場の業種・主要製造品目を必ずご記入
ください
※同業種の方のご参加はお断りすることがござ
いますので、あらかじめご了承ください

株式会社サンユー

※お申込みは先着順となります（定員となり次第、締切）

（群馬県桐生市）

TPM優秀継続賞

※受入れ審査がありますので、お早めにお申込みをお願い
します

スケジュール（予定）

2020 年 5 月 29 日
（金）

第2回

リョービ株式会社

（静岡県静岡市）

静岡工場

※ 見学先により、開催日・スケジュールが変更に
なる場合がございます。詳細は、お申し込み後
にご案内させていただきます

TPM特別賞

2020 年 7 月 3 日
（金）

14：30

会社・TPM推進
概況説明

（静岡県御殿場市）

14：30
～

TPM特別賞

2020 年 7 月17 日
（金）

第４回

～

御殿場テトラパック合同会社

16：00

株式会社東葉電機製作所

（群馬県みどり市）

16：00

TPM優秀賞カテゴリーＢ

～

第３回

13：30

16：30

工場見学
質疑応答

※ TPM は、日本およびその他の国における公益社団法人日本プラントメンテナンス協会の登録商標です。

下記のホームページからセミナーの
開催日程がご覧いただけます
URL：http://www.jipm.or.jp/

公益社団法人 日本プラントメンテナンス協会

Japan Institute of Plant Maintenance

第1回

5 月 15 日（金）

TPM
優秀
継続賞

13：30～16：30（予定）

TPM
特別賞

株式会社サンユー （群馬県桐生市）

当社は、1985 年にミツバグループの関連会社として創業し

御殿場テトラパック合同会社 （静岡県御殿場市）

加工処理と紙容器充填包装システムの世界的なリーディン

ンモータの専門工場として製造を開始し、2010 年にはミツバ

グ・カンパニーです。御殿場テトラパック合同会社は1971

グループの関連会社である（株）エムテックとの合併を経て現在

年に静岡県御殿場市に設立され、テトラパック・グループ

に至っています。

における大中華圏・南アジア・東アジア・オセアニア地域内

主要製品は、ラジエータ冷却ファンモータとシートモータ、

に８ヶ所ある飲料用紙容器包装資材製造工場のひとつです。

２輪車用ACジェネレータの組立て及び国内のミツバグループ

テトラパックグループでは1999 年に、すべての包装資材

全体に供給するワイヤーハーネスの加工・組立てを行っていま

工場でTPM活動を導入することを決定しました。当社は

す。

2003 年にTPM活動を導入し、2009 年にTPM優秀賞カテ

TPM活動については合併前に、旧サンユーが 2003 年に、旧
エムテックが 2005 年に「TPMチャレンジ賞」を受賞していま
す。また、合併後の 2015 年には「TPM優秀賞」を受賞いたし
ました。しかしながら、自動車部品メーカーを取巻く環境はグ
ローバル化が進み、当社においても一部製品の海外移管により
売上高も減少傾向にありました。こうした環境の中、強固な経

営基盤を造るため高効率ラインの実現・次世代リーダーの育
成・魅力製品の拡大に向けてTPM活動を継続して取り組んで
まいりました。社長の思いである『おどろきと感動の工場』の
実現を目指して進めたTPM活動により、売上高・収益改善に
つながってまいりました。

5 月 29 日（金）

リョービ株式会社

13：30～16：30（予定）

1951 年にスウェーデンで誕生したテトラパックは、食品

ました。創業と同時に自動車用部品であるラジエータ冷却ファ

TPM
特別賞

7 月 3 日（金）

やるぞ WCM 活動で！
（We Do It by WCM !）

おどろきと感動の工場になる

第2回

第3回

13：30～16：30（予定）

静岡工場 （静岡県静岡市）

ゴリーA、2011 年にTPM 優秀継続賞を受賞しました。
その後、供給先を日本国内から南アジア・東アジア・オ
セアニア地域内へと拡大するために、TPMパートⅡでは
「世界で競争できる工場となる」を目指す活動を開始しま
した。

第4回
TPM
優秀賞
カテゴリー
B

リョービ静岡工場では、2005 年５月にTPM活動を

東葉電機製作所は、地域の雇用確保を目的に、1970 年

産している。

に生産性を高めていくことが必要です。そこで 2016 年

15 年程前の2005 年に、TPMチャレンジ賞を受賞した

４月にパートⅢをキックオフし、特別賞に挑戦すること

が、当時のTPM活動をリードしていた従業員が退職等で

にしました。

オリティ」を極限まで高めるよう、全員が能力を発揮し、

13：30～16：30（予定）

工場として、部品加工からユニット組立までを一貫で生

維持する力と改善する力を身に付けて、合理的で効率的

我々の取組みは「キャパシティ」
「ケイパビリティ」
「ク

し海外市場をさらに拡大してまいります。

た。創業より、自動車用フロントワイパーASSYの専門

しかし、厳しい経営環境の変化に対応するためには、

レキシブル生産方式」が確立するように展開しました。

後は競争力を高める挑戦を続ける中で、国内市場を磐石に

５月に、親会社であるミツバの関係会社として設立され

を受賞することが出来ました。

ルトラ工場の実現」とし、変動に強い生産方式として「フ

削減、工場責任コストは 31 %削減し、国内向けのコストは
海外の兄弟工場から輸入するよりも優位になりました。今

株式会社東葉電機製作所 （群馬県みどり市）

かけがえのないものを造り、育て、
伝えて行く企業となる

パートⅢのありたい姿は、
「お客様と社員がときめくウ

38 %増加、工場生産性は 27 %向上、顧客クレームは 48 %

7 月 17 日（金）

TPM活動の概要

キックオフし、2009 年に優秀賞、2014 年に優秀継続賞

その結果、TPM優秀賞受賞時と比較して、製造数量は

問題を発掘して工夫・改善が継続的にできる人づくりを
目指しました。

いなくなり、TPM活動も停滞し、生産設備の劣化や人材
育成不足の課題が顕著になってきた。2015 年に、計画保
全を含めた５本柱で活動を再開し、TPMチャレンジ賞の

そして、今までの不可能にチャレンジして、お客様の

が将来に向け、しっかりと根付きつつある。また、正規

時のスローガンでもある『全員参加のTPMで変えよう体

社員の 90 %以上が

期待以上の製品やサービスを提供できるよう、全員参加

質、築こう夢と未来のある会社』の思いを取り戻し、結

を持って生産活動の改善や人材育成に取り組んで来てい

で活動をしています。

果として高付加価値生産体制の確立が少しずつではある

る。

自主保全士を取得でき、自信と自負

お申込みはファクシミリで 048 - 470- 2702

参加申込み規定
参加料

（公社）
日本プラントメンテナンス協会
11,000 円／1 名（税込み）
正会員・事業所会員
本体価格 10,000 円＋消費税 1,000 円）
（
（一社）
日本能率協会 法人会員

一

23,100 円／1 名（税込み）

般

（本体価格 21,000 円＋消費税 2,100 円）

※参加料には、資料代が含まれています

会員外の方は、この機会にぜひ当会への入会をご検討ください

参加申込み方法・参加料支払い方法
●下記申込み書に必要事項をご記入のうえ、ファクシミリにてご送付ください
●各回定員になり次第、締め切らせていただきます
（申込先着順）
●電話のみでのお申込みは受け付けておりません
●見学先への受入れが確認でき次第（開催日の 10 日前程度）、派遣窓口ご担当者
様あてに受付票と請求書を送付しますので、請求書が届き次第、当社指定の銀
行口座にお振り込みください。なお、振込み手数料は貴社にてご負担ください

会場案内
請求書・参加証に詳細案内（地図）を同封いたします
お願い・お断り
●録音・録画に使用する機材の持込みをお断りします
●ご参加予定の方が当日お越しになれない場合は代理の方がご参加くださ
い。代理の方の参加も不可能な場合は、下記の規定によりキャンセル料を
申し受けますのであらかじめご了承ください
●天変地変や伝染病の流行、研修会場・輸送等のサービスの停止、官公庁の
指示等の当会が管理できない事由により、発表会の内容変更・中止のため
に生じたお客様の損害については、当会ではその責任を負いかねます
※キャンセルはファクシミリでのみ受け付けします

開催当日および前日の参加取消し ……………………………… 参加料全額
（参加料がすでに入金済の場合、返金しません）
開催の 2 日前～ 7 日前の参加取消し ………………………… 参加料の 30％
（参加料がすでに入金済の場合、70％を返金します）
※いずれも土日曜・祝祭日を含みません

お申込みについての問合わせ先

セミナー受付センター（株式会社アイ・イーシー内）
電話：048-470-3710

E-mail：seminar@iecj.com

※当会ではセミナー・イベントの申込手続きに関する業務を株式会社アイ・イーシー
へ委託しております

※貴事業場の業種・主要製造品目を必ずご記入ください
※同業種の方のご参加はお断りすることがございますの
で、あらかじめご了承ください
※お申込みは先着順となります（定員となり次第、締切）
※受入れ審査がありますのでお早めにお申込みをお願いします

見学内容についての問合わせ先
公益社団法人 日本プラントメンテナンス協会 普及推進部
〒 101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-3 神保町 SFⅢビル 5 階

ファクシミリでお送りください

電 話：0120-451-466 （または 03-6865-6081）
E-mail：FUKYU@jipm.or.jp
（注）
太線の枠内をご記入ください

請求書と参加証は派遣窓口担当者様に送付します。それ以外をご希望の場合は備考欄にご記入ください

TPM 優秀工場見学会

参加を希望する日に

®

JIPM正会員・事業所会員

□ 日本能率協会

法人会員

参加料
（税込み）

参 加 申 込 み 書

□一

般

11,000 円×（
23,100 円×（

）名

ふりがな

ふりがな

会社名

事業場名

□ 5月15日（金）株式会社サンユー

合計

）名

印にてチェックをお願いします

LC7021

□ 5月29日（金）リョービ株式会社

円

静岡工場

7022

□ 7月03日（金）御殿場テトラパック合同会社

7023

□ 7月17日（金）株式会社東葉電機製作所

7024

貴事業場の業種・主要製造品目

〒

所在地

TEL（

ふりがな

派遣窓口
担当者名

（請求書送付先）

メールアドレス
ふりがな

参

氏 名

加

ふりがな

氏 名
者

ふりがな

氏 名
■個人情報に関する取り扱いについて

）

FAX（

－

）

－

所属
役職名
＠

備 考 欄

所属
役職名
所属
役職名

受

付

登

録

発

送

所属
役職名

ご記入いただいた個人情報は、当見学会の運営・管理・資料送付、出欠の確認等に利用いたします。また、後日、当会よりサービス・セミナー等のご案内を送付させていただく場合がございます。
当会は、ご提供いただいた個人情報を当会のプライバシーポリシーに則って安全対策を施し適切に管理いたします。当会のプライバシーポリシー、個人情報の開示・訂正・削除等の詳細につきまし
ては、当会ホームページ
（http://www.jipm.or.jp/）
をご覧ください。

