
平成２４年２月３日

中 部 経 済 産 業 局

第４回ものづくり日本大賞中部地域受賞者について

第４回ものづくり日本大賞について、厳正なる審査の結果、全国で１１０

件の受賞が決定しました。

この内、中部地域の受賞者は別紙資料のとおり１４件です。

内閣総理大臣賞、経済産業大臣賞及び特別賞の表彰式・祝賀会は、２月中

旬にそれぞれ開催されます。

優秀賞については、３月２２日（木）に名古屋市内で開催する記念フォー

ラム内で表彰を行う予定です。

１．第４回ものづくり日本大賞受賞者数

〔全国〕 内閣総理大臣賞 ７件

経済産業大臣賞 １４件

特 別 賞 １９件

優 秀 賞 ７０件

合 計 １１０件

〔中部〕 内閣総理大臣賞 １件

経済産業大臣賞 １件

特 別 賞 ３件

優 秀 賞 ９件

合 計 １４件

２．資料の構成

○参考資料 ものづくり日本大賞について

○資料１ 第４回ものづくり日本大賞受賞者一覧（中部経済産業局管内関係）

資料２ 第４回ものづくり日本大賞受賞概要（中部経済産業局管内関係）

（お問い合わせ先）

中部経済産業局 製造産業課長 岩田

担当：長谷川

電話：０５２－９５１－２７２４（直通）



（参考資料）

ものづくり日本大賞について

ものづくり日本大賞とは、我が国産業・文化を支えてきた「ものづくり」を

継承・発展させるため、ものづくりを支える人材の意欲を高め、その存在を広

く社会に知らしめることを目的に創設した内閣総理大臣表彰です。

経済産業省、文部科学省、厚生労働省及び国土交通省の４省庁連携により、

平成１７年に第１回を開催し、その後２年に一度開催することとしています。

ものづくりの中核を担う中堅人材、伝統の技を支える熟練人材及び将来を担

う若手人材を表彰します。また、チームワークが我が国の強みであることを踏

まえ、個人のみならず、グループも受賞の対象とします。

各省庁は、有識者で構成される第三者委員会の審査等を踏まえて受賞者を選

定しております。

第４回ものづくり日本大賞は当初、平成２３年夏に決定予定でしたが、東日

本大震災の影響を受け、スケジュールが遅延していました。
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（資料１）

第４回ものづくり日本大賞 受賞者一覧（中部経済産業局管内関係）

１．内閣総理大臣賞（経済産業省関係） （１件 １０名）

●製造・生産プロセス部門

案件名 受賞者 所属企業等

電子部品を内蔵した基板を１

回のプレスで完結させる製造

プロセスの開発

清水 元規○ 株式会社デンソー

青山 雅之 株式会社デンソー

横地 智宏 株式会社デンソー

増田 元太郎 株式会社デンソー

久保田 克典 株式会社デンソー

野本 薫 株式会社デンソー

中山 正吾 株式会社デンソー

神谷 英利 株式会社デンソー

長谷川 賢一郎 株式会社デンソー

笠間 康徳 デンソーテクノ株式会社

※受賞者欄の○印は、グループの場合の代表者。以下同じ。
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２．経済産業大臣賞（１件 ４名）

●伝統技術の応用分野

案件名 受賞者 所属企業等

染色技術を応用してカーボン

ナノチューブをコーティング

した新しい繊維の開発

蜂矢 雅明○ 茶久染色株式会社

秋庭 英治 クラレリビング株式会社

古月 文志 国立大学法人北海道大学

久永 秀夫 松文産業株式会社

３．特別賞（３件 １７名）

●製造・生産プロセス部門

案件名 受賞者 所属企業等

新しい成形方法による自動車

用アシストグリップの成形シ

ステムの開発

小島 洋一郎○ 小島プレス工業株式会社

小川 正則 小島プレス工業株式会社

池田 浩之 小島プレス工業株式会社

西嶋 秀樹 テクノハマ株式会社

佐藤 勝 テクノハマ株式会社

小田川 新吾 明和工業株式会社

佐々木 昭 明光化成工業株式会社

●製品・技術開発部門

案件名 受賞者 所属企業等

高音質な次世代型平面波スピ

ーカーの開発

堀 昌司○ 株式会社エフ・ピー・エス

鈴木 孝久 株式会社エフ・ピー・エス

河合 進一 株式会社エフ・ピー・エス

小林 邦之 株式会社エフ・ピー・エス

心筋梗塞などの治療成功率を

向上させる世界初の医療用デ

バイスの開発

松本 宗近○ 朝日インテック株式会社

松尾 一美 朝日インテック株式会社

松本 訓 朝日インテック株式会社

下神 学 朝日インテック株式会社

杉村 宏夫 朝日インテック株式会社

佐藤 一朗 朝日インテック株式会社
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４．優秀賞（９件 ５４名/団体）

●製造・生産プロセス部門

案件名 受賞者 所属企業等

減圧平衡発熱乾燥法により、規

格外野菜を活用して自給率向

上を図る生産プロセスの確立

大矢 正昭 八尋産業株式会社

ゼロエミッションを実現した

自動車用スタビライザーの次

世代コンパクト塗装プロセス

渡邊 明博○ 中央発條株式会社

平田 雄一 中央発條株式会社

岡本 貴幸 中央発條株式会社

国田 靖彦 中央発條株式会社

壁谷 幸昌 中央発條株式会社

小林 敏文 中央発條株式会社

水野 直樹 中央発條株式会社

伊藤 徹 中央発條株式会社

請井 良好 中央発條株式会社

矢野 純也 中央発條株式会社

環境に配慮した世界一軽量ワ

ンピースアルミホイールの最

速無人化自動生産ライン

永田 清吾○ 光生アルミニューム工業株式会社

仙石 祐信 光生アルミニューム工業株式会社

杉本 文規 光生アルミ北海道株式会社

久保 育生 光生アルミニューム工業株式会社

南部 圭司 光生アルミニューム工業株式会社

藪 成一郎 光生アルミニューム工業株式会社

師岡 卓也 光生アルミニューム工業株式会社

澤﨑 博幸 光生アルミニューム工業株式会社

伊部 繁明 光生アルミニューム工業株式会社

山本 茂穂 光生アルミニューム工業株式会社

●製品・技術開発部門

案件名 受賞者 所属企業等

無水調理可能な「高機能・鋳物

ホーロー鍋バーミキュラ」の開

発

土方 智晴○ 愛知ドビー株式会社

土方 邦裕 愛知ドビー株式会社

田原 雄太 愛知ドビー株式会社

伊藤 邦生 愛知ドビー株式会社

堤 一貴 愛知ドビー株式会社

佐野 広 愛知ドビー株式会社

杉山 正 春日井化工株式会社

磯部 昌之 春日井化工株式会社
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松木 邦憲 春日井化工株式会社

島田 光雄 有限会社島テクノ

従来の２つの鋳造技術のメリ

ットを併せ持つ全く新しい鋳

造法（特許取得：ﾊｰﾌｷｬﾋﾞﾃｨﾓｰﾙ

ﾄﾞ）による高鋼性、軽量かつ複

雑形状対応可能な鋳物の実用

化

古久根 豊○ 株式会社古久根

鈴木 孝治 株式会社古久根

福山 竜一郎 株式会社古久根

宮島 佑介 株式会社古久根

早川 晋司 コクネ製作株式会社

清水 辰広 株式会社古久根

予防医療での用途開発が進む

抗酸化物質アスタキサンチン

の高度な製造技術開発と製品

化

西田 光德○ 富士化学工業株式会社

宮川 和之 富士化学工業株式会社

高橋 二郎 富士化学工業株式会社

北村 晃利 富士化学工業株式会社

大木 史郎 富士化学工業株式会社

塚原 寛樹 富士化学工業株式会社

西川 浩司 富士化学工業株式会社

山下 栄次 富士化学工業株式会社

内藤 裕二 公立大学法人京都府立医科大学

長木 康典 共立眼科クリニック

新 工 法 Rotary Stream

Finishing System（超強力振動

式内外面仕上げ装置）でコンタ

ミ完全除去に成功

原 幹彦○
エーピーシーエアロスペシャルティ株

式会社

山下 一朗
エーピーシーエアロスペシャルティ株

式会社

長屋 公洋
エーピーシーエアロスペシャルティ株

式会社

現代、未来の日本の鉄鋼産業を

支える世界初の製鋼用取鍋ガ

ス吹込みＧＨＳシステム

小嶋 智宏○ 東京窯業株式会社

荒巻 敬三 東京窯業株式会社

長谷川 浩司 東京窯業株式会社

●青少年支援部門

案件名 受賞企業等

長期実践型研修等を通じた、も

のづくり産業を担う主体的・自

発的人材育成プログラム

特定非営利活動法人 G-net

（以 上）





内閣総理大臣賞





経済産業大臣賞





特別賞






