デミング賞・デミング賞大賞応募の手引き

2021

１．デミング賞
（実施賞、中小企業賞、事業部賞、事業所表彰順、組織名五十音順）
年次

受

賞

組

織

名

昭和電工株式会社
1951

田辺製薬株式会社

年次
1967

富士製鐵株式会社
八幡製鐵株式会社

武田薬品工業株式会社
1952

東洋紡績株式会社
日本電気株式会社
古河電気工業株式会社
表彰

九州クロス株式会社

1953

住友金属工業株式会社

1954

株式会社日立製作所

日野自動車工業株式会社

1972

1974

株式会社三協精機製作所
ぺんてる株式会社
小松造機株式会社（中小企業賞）
石川島播磨重工業株式会社航空宇宙事業本部
1976

内燃機器研究本部（事業所表彰）
久保田鉄工株式会社内燃機器事業本部
内燃機器製造本部堺製造所（事業所表彰）
1977

旭特殊硝子株式会社

日本飛行機株式会社厚木製作所（事業所表彰）
株式会社東海理化電機製作所
中越合金鋳工株式会社（中小企業賞）

株式会社東和製作所（中小企業賞）

株式会社竹中工務店

帝人株式会社

積水化学工業株式会社

日本電装株式会社
日本ラヂヱーター株式会社（中小企業賞）

1962

住友電気工業株式会社

1963

日本化薬株式会社

1964

株式会社小松製作所

1965

トヨタ自動車工業株式会社

1966

1978

アイシン・ワーナー株式会社

関東自動車工業株式会社
松下電器産業株式会社部品事業本部（事業部賞）

1979

九州日本電気株式会社
東北リコー株式会社
浜名湖電装株式会社（中小企業賞）
株式会社日本製鋼所広島製作所（事業所表彰）
萱場工業株式会社
小松フォークリフト株式会社

1980

高丘工業株式会社
富士ゼロックス株式会社
株式会社共和工業所（中小企業賞）
株式会社小林コーセー生産本部（事業所表彰）
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1961

（事業部賞）
久保田鉄工株式会社内燃機器事業本部

松下電子工業株式会社

日産自動車株式会社

東海化成工業株式会社（中小企業賞）
積水化学工業株式会社東京工場（事業所表彰）

日本鋼管株式会社

1960

株式会社協同測量社（中小企業賞）

理研鍛造株式会社（中小企業賞）

呉羽化学工業株式会社

倉毛紡績株式会社

株式会社堀切バネ製作所（中小企業賞）

株式会社武部鉄工所（中小企業賞）
1975

鐘淵化学工業株式会社

1959

埼玉機器株式会社（中小企業賞）

株式会社リコー

富士写真フイルム株式会社

株式会社中与通信機製作所（中小企業賞）

埼玉鋳造工業株式会社（中小企業賞）

三菱重工業株式会社神戸造船所（事業所表彰）

三菱電機株式会社

1958

アイシン精機株式会社
三輪精機株式会社（中小企業賞）

1973

株式会社東北工作所

該当組織なし

ヤンマーディーゼル株式会社

1971

小西六写真工業株式会社

1957

小島プレス工業株式会社（中小企業賞）

トヨタ車体株式会社

本州製紙株式会社

1956

神鋼鋼線鋼索株式会社

1970

日本曹達株式会社
1955

名

シンポ工業株式会社（中小企業賞）

東洋レーヨン株式会社
旭硝子株式会社

織

1969

東京芝浦電気株式会社
東洋ベアリング製造株式会社

組

中国化薬株式会社（中小企業賞）

川崎製鐵株式会社
信越化学工業株式会社

賞

ブリヂストンタイヤ株式会社
1968

旭化成工業株式会社
塩野義製薬株式会社

受
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年次

1981

受

賞

2021

組

織

名

アイシン新和株式会社
株式会社伊藤喜工作所

東京重機工業株式会社工業用ミシン本部（事業部賞）

東陶機器株式会社

松下電工株式会社彦根工場（事業所表彰）

東北日本電気株式会社
1989

フロリダ電力株式会社［アメリカ］

前田製管株式会社本社工場（事業所表彰）

清水建設株式会社

アイシン豊容株式会社

株式会社日本製鋼所
アイシン軽金属株式会社（中小企業賞）

1990

株式会社アマダワシノ
静岡日本電気株式会社

富士電機製造株式会社松本工場（事業所表彰）

サントリー株式会社山梨ワイナリー（事業所表彰）

関西電力株式会社

関西日本電気株式会社
株式会社不二越

株式会社安川電機製作所

1991

日本ゼオン株式会社

愛三工業株式会社
ジャトコ株式会社
1992

日産自動車株式会社追浜工場（事業所表彰）

コマニー株式会社（中小企業賞）
1993

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

株式会社間組

ＮＴＴデータ通信株式会社
株式会社前田製作所

バイポーラ事業部（事業部賞）
株式会社豊田自動織機製作所

凸版印刷株式会社エレクトロニクス事業本部
第二事業部熊本工場（事業所表彰）

株式会社内野工務店（中小企業賞）
豊容精機株式会社（中小企業賞）

台湾フィリップス株式会社［台湾］
新潟凸版印刷株式会社（中小企業賞）

豊田合成株式会社
日本カーボン株式会社

北辰工業株式会社
辰栄工業株式会社（中小企業賞）

豊田工機株式会社

1988

前田建設工業株式会社

株式会社神戸製鋼所長府北工場（事業所表彰）

北陸工業株式会社（中小企業賞）

1987

名

新和工業株式会社（中小企業賞）

安城電機株式会社（中小企業賞）

1986

織

豊興工業株式会社（中小企業賞）

リズム時計工業株式会社

小松ゼノア株式会社

1985

組

株式会社アーレスティ（中小企業賞）

横河・ヒューレット・パッカード株式会社
アイシン化工株式会社（中小企業賞）

1984

賞

京三電機株式会社（中小企業賞）

山形日本電気株式会社

1983

受

アイホン株式会社（中小企業賞）

鹿島建設株式会社
1982

年次

ＡＴ＆Ｔパワーシステムズ［アメリカ］
1994

エィ・ダブリュ工業株式会社（中小企業賞）
エヌティーテクノ株式会社（中小企業賞）

株式会社三陽電機製作所（中小企業賞）

合資会社興立産業社（中小企業賞）

日東建設株式会社（中小企業賞）

ダイヤモンド電機株式会社（中小企業賞）

アイシン化工株式会社

石川島播磨重工業株式会社原子力事業部

愛知製鋼株式会社

エムテックスマツムラ株式会社

株式会社ダイヘン

1995

菊池プレス工業株式会社

日本電気アイシーマイコンシステム株式会社

東陽精機株式会社

アイシン軽金属株式会社

日産自動車株式会社村山工場（事業所表彰）

アスモ株式会社

アイシン辰栄株式会社

株式会社富士鉄工所

安藤電気株式会社

常磐興産株式会社常磐ハワイアンセンター（事業部賞）
サントリー株式会社武蔵野ブルワリー（事業所表彰）

1996

コニカ株式会社日野生産事業部
日本電気無線電子株式会社
富士写真光機株式会社
日産自動車株式会社栃木工場（事業所表彰）
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年次

受

賞

組

織

名

年次

アイシン機工株式会社
1997

小島プレス工業株式会社

株式会社西澤電機計器製作所
2006

2007

2008

株式会社ミヤマ工業
金秀アルミ工業株式会社
サンデン物流株式会社

2010

サンワテック株式会社
サンデンシステムエンジニアリング株式会社
スンダラム・ブレーキ・ライニングス株式会社［インド］

ザ・サイアム・セメント株式会社（テゥングソング）
［タイ］

株式会社メイドー
而至歯科（蘇州）有限公司［中国］

ＣＰＡＣルーフタイル株式会社［タイ］
ＳＲＦ株式会社

2012

化学製品事業部［インド］

マヒンドラ アンド マヒンドラ株式会社
農業機械事業部

スワラジ部門［インド］

株式会社アドヴィックス
ＲＳＢトランスミッション（インド）株式会社 自動車事業部

株式会社ジーシーデンタルプロダクツ

（ジャムシェドプール工場（ユニット1）、プネ工場及びパントナガール工場）［インド］

ブレークス・インディア株式会社 鋳造事業部［インド］

マヒンドラ アンド マヒンドラ株式会社 農業機械事業部［インド］ 2013
ラネ・ブレーキ・ライニングス株式会社［インド］

ＳＣＧロジスティクスマネジメント株式会社［タイ］
株式会社ＭＣシステムズ
小松山推工程機械有限公司［中国］

ザ・サイアム・リフラクトリー・インダストリー株式会社［タイ］

サンデン株式会社店舗システム事業

ソナコーヨー・ステアリング・システム株式会社［インド］

名北工業株式会社

タイペーパー株式会社［タイ］

ジーシーアメリカ株式会社［アメリカ］

グラシム・インダストリーズ株式会社
ビルラ・セルローシック事業所（事業所表彰）
［インド］ 2014
ＣＣＣポリオレフィン株式会社［タイ］

株式会社セキソー
マヒンドラ アンド マヒンドラ株式会社
マヒンドラパワーロール事業部［インド］

インドガルフ・ファーティライザーズ株式会社［インド］

株式会社キャタラー

ルーカスＴＶＳ株式会社［インド］
2015

ＳＲＦ株式会社 合成工業製品事業部［インド］

CPRAM株式会社 加工食品事業［タイ］
株式会社GSユアサ
産業電池電源事業部 産業電池生産本部

タイセラミック株式会社［タイ］
クリシュナ・マルチ株式会社 シート事業部［インド］ 2016
ラネ・エンジンバルブズ株式会社［インド］
ラネ･ＴＲＷステアリングシステムズ株式会社 ステアリングギア事業部［インド］
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アショック レイランド株式会社

豊生ブレーキ工業株式会社
2005

新潟ダイヤモンド電子株式会社
ザ・サイアム・ホワイト・セメント株式会社［タイ］

ユニマイクロン・テクノロジー・コーポレーション［台湾］

ＴＶＳモーター株式会社［インド］

サイアムミツイＰＴＡ株式会社［タイ］

タタ・スチール株式会社［インド］

サンデン・ヴィカス（インディア）株式会社［インド］
2011

ハイ・テクカーボンGMPD（事業所表彰）
［インド］

2004

リライアンス・インダストリーズ株式会社

ナショナル・エンジニアリング・インダストリーズ株式会社［インド］

タイ・アクリリック・ファイバー株式会社［タイ］
タイ・カーボン・ブラック株式会社［タイ］

ラネ（マドラス）株式会社［インド］

株式会社コロナ 製造本部

株式会社ジーシー

2003

サンデン・インターナショナル（シンガポール）株式会社［シンガポール］

ハジラ事業所（事業所表彰）［インド］

沖縄石油精製株式会社

スンダラム・クレイトン株式会社ブレーキ事業部［インド］ 2009

2002

名

旭インディア硝子株式会社自動車ガラス事業部［インド］

フジミ工研株式会社

2001

織

アイシン・エィ・ダブリュ精密株式会社

サンデン株式会社

2000

組

サンデン・インターナショナル（U.S.A）株式会社［アメリカ］

伊藤喜オールスチール株式会社

1999

賞

東洋ガラス株式会社
安藤電気技術サービス株式会社
1998

受

2021

パントナガール工場［インド］
トヨタ自動車九州株式会社
丸和電子化学株式会社
アショック レイランド株式会社

2017

ホズールユニットⅡ［インド］
CEAT株式会社［インド］
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年次

受

賞

2021

組

織

名

アイホン株式会社
インダスタワーズ株式会社［インド］
株式会社オティックス
海洋王照明科技股份有限公司［中国］
2018

株式会社コマツインドネシア［インドネシア］
JSWスチール株式会社
ヴィジャヤナガル製鉄所［インド］
スンダラムファスナーズ株式会社［インド］
トヨタホーム株式会社
ラネ・NSKステアリングシステムズ株式会社［インド］
エルジーイクイップメンツ株式会社［インド］
シロキ工業株式会社
シーメンスガメサリニューアブルパワー株式会社

2019

インド製造事業部［インド］
JSWスチール株式会社
セイラム製鉄所［インド］
ラーセンアンドトゥブロ株式会社
電動規格製品戦略部門・新製品開発部門［インド］

2020

アート金属工業株式会社

デミング賞：延 258 組織（うち海外 59 組織）
⒜デミング賞
35 組織（うち海外 21 組織）
2012 年度の賞の名称変更以降の数※※※
⒝デミング賞実施賞中小企業賞（1994 年まで）
38 組織※
⒞デミング賞実施賞事業部賞（1994 年まで）
５社５事業部※
⒟デミング賞事業所表彰（2009 年まで）
16 社 20 事業所（うち海外３社３事業所）※※
⒠デミング賞実施賞（2012 年まで）
延 160 組織（うち海外 35 組織）※※※
備

考：組織名は受賞当時のものを掲げてあります。
組織名末尾の［

］内は海外受賞組織の国・地域

※ 1995 年度からデミング賞実施賞中小企業賞および実施賞事業部賞という名称は廃止され、デミ
ング賞実施賞に一本化されました。
※※ 2010 年度からデミング賞事業所表彰はデミング賞実施賞に一本化されました。
※※※ 2012 年度から「デミング賞実施賞」は「デミング賞」に名称変更しました。
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