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★ マイルズ賞 受賞企業・事業所・団体一覧 ★ 
 

 

［第１回］                                          1983 年（昭和 58 年) 

  

  〈マイルズ賞〉 

    ＊フジタ工業株式会社 東京支店 

    ＊フジタ工業株式会社 関東支店 

    ＊フジタ工業株式会社 大阪支店 

    ＊株式会社日立製作所 栃木工場 

    ＊株式会社日立製作所 大みか工場 

    ＊株式会社日立製作所 土浦工場 

    ＊松下電器産業株式会社 ラジオ事業部 

 

［第２回］                                          1984 年（昭和 59 年) 

 

  〈マイルズ賞〉 

    ＊株式会社東芝 府中工場 

    ＊株式会社東芝 富士工場 

    ＊フジタ工業株式会社 広島支店 

    ＊フジタ工業株式会社 九州支店 

    ＊松下電器産業株式会社 掃除機事業部 

    ＊日立建機株式会社 土浦工場 

 

［第３回］                                          1985 年（昭和 60 年) 

 

  〈マイルズ賞〉 

    ＊株式会社日立物流 茨城営業本部 

    ＊株式会社東芝 柳町工場 

    ＊フジタ工業株式会社 名古屋支店 

    ＊株式会社日立製作所 小田原工場 

    ＊株式会社日立製作所 日立工場 

    ＊松下電器産業株式会社 アイロン事業部 

 

［第４回］                                          1986 年（昭和 61 年) 

 

  〈マイルズ賞〉 

    ＊株式会社東芝 堀川町工場 

    ＊フジタ工業株式会社 横浜支店 

    ＊松下電器産業株式会社 エアコン事業部 

    ＊株式会社日立製作所 東海工場 

    ＊株式会社日立製作所 国分工場 
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［第５回］                                          1987 年（昭和 62 年) 

 

  〈マイルズ賞〉 

    ＊日立エンジニアリング株式会社 大みか事業所 

    ＊富士通株式会社 通信部門 

    ＊松下電器産業株式会社 電化調理事業部 

    ＊株式会社日立製作所 横浜工場 

 

［第６回］                                          1988 年（昭和 63 年) 

 

  〈マイルズ賞〉 

    ＊東亜建設工業株式会社 横浜支店 

    ＊株式会社日立製作所 水戸工場 

    ＊ヂーゼル機器株式会社 噴射ポンプ事業部 

    ＊日立クレジット株式会社 

 

［第７回］                                          1989 年（平成元年) 

 

  〈マイルズ賞〉 

    ＊株式会社荏原製作所 技術生産統括 

    ＊国際電気株式会社 電子機械事業部 

    ＊日立電線株式会社 日高工場 

    ＊松下冷機株式会社 冷蔵庫事業部 

    ＊キヤノン株式会社 複写機事業部 

 

［第８回］                                          1990 年（平成 2 年) 

 

  〈マイルズ賞・企業本賞〉 

    ＊株式会社フジタ 

  〈マイルズ賞・事業部門本賞〉 

    ＊株式会社日立製作所・大みか工場 

  〈マイルズ賞〉 

    ＊株式会社日立製作所・神奈川工場 

    ＊日立金属株式会社・安来工場 

    ＊松下電器産業株式会社・テレビ事業部 

 

［第９回］                                          1991 年（平成 3 年) 

 

  〈マイルズ賞・事業部門本賞〉 

    ＊株式会社日立製作所 栃木工場 

    ＊株式会社フジタ 東京支店 

  〈マイルズ賞〉 

    ＊株式会社日立物流 東部営業本部 

    ＊株式会社フジタ 東北支店 

    ＊日本コロムビア株式会社 レコード事業本部 
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［第 10 回］                                          1992 年（平成 4 年) 

 

  〈マイルズ賞・事業部門本賞〉 

    ＊株式会社フジタ 大阪支店 

  〈マイルズ賞〉 

    ＊株式会社高岳製作所 小山事業所 

    ＊松下電器産業株式会社 洗濯機事業部 

    ＊株式会社日立製作所 計測器事業部 

    ＊株式会社日立ビルシステムサービス ビルケア本部 

    ＊株式会社フジタ 札幌支店 

 

［第 11 回］                                          1993 年（平成 5 年) 

 

  〈マイルズ賞・企業本賞〉 

    ＊株式会社日立製作所 

  〈マイルズ賞・事業部門本賞〉 

    ＊株式会社フジタ 関東支店 

  〈マイルズ賞〉 

    ＊オムロン飯田株式会社 

    ＊日立電線株式会社 豊浦工場 

 

［第 12 回］                                          1994 年（平成 6 年) 

 

  〈マイルズ賞〉 

    ＊株式会社日立製作所 半導体事業部 

    ＊日立化成工業株式会社 山崎工場 

    ＊ブラザー工業株式会社 

 

［第 13 回］                                          1995 年（平成 7 年) 

 

  〈マイルズ賞〉 

    ＊キヤノン株式会社 カメラ事業部 

 

［第 14 回］                                          1996 年（平成 8 年) 

 

  〈マイルズ賞〉 

    ＊株式会社日立製作所 電子デバイス事業部 

    ＊日東電工株式会社                       

 

［第 15 回］                                          1997 年（平成 9 年) 

 

  〈マイルズ賞〉 

     ＊日立電子サービス株式会社 

     ＊株式会社日立製作所 情報通信事業部 

     ＊いすゞ自動車株式会社 開発部門 
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［第 16 回］                                          1998 年（平成 10 年) 

 

  〈マイルズ賞〉 

     ＊キヤノン株式会社 周辺機器第一事業部 

     ＊株式会社リコー 画像システム事業本部 

 

［第 17 回］                                          1999 年（平成 11 年) 

 

  〈マイルズ賞〉 

     ＊キヤノン株式会社 Ｂ機器事業部 

 

［第 18 回］                                          2000 年（平成 12 年) 

 

  〈マイルズ賞・企業本賞〉 

     ＊キヤノン株式会社 

 

［第 19 回］                                          2001 年（平成 13 年) 

 

  〈マイルズ賞〉 

     ＊株式会社ディー・エー・シー 

 

［第 20 回］                                          2002 年（平成 14 年) 

 

  〈マイルズ賞〉 

     ＊シャープ株式会社 通信システム事業本部 

 

［第 21 回］                                          2003 年（平成 15 年) 

 

  〈マイルズ賞・企業本賞〉 

     ＊日立建機株式会社 

 

［第 22 回］                                          2004 年（平成 16 年) 

 

  〈マイルズ賞・特別賞〉 

     ＊東京都 

 

［第 23 回］                                          2005 年（平成 17 年) 

 

  〈マイルズ賞〉 

         ＊日産自動車株式会社 技術、研究・開発部門 

         ＊北越工業株式会社 

  〈マイルズ賞・特別賞〉 

     ＊中部国際空港株式会社 
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［第 24 回］                                          2006 年（平成 18 年) 

 

  〈マイルズ賞・特別賞〉 

     ＊国土交通省  関東地方整備局 

 

［第 25 回］                                          2007 年（平成 19 年) 

 

  〈マイルズ賞・特別賞〉 

     ＊大分県 

 

［第 26 回］                                          2008 年（平成 20 年) 

 

  〈マイルズ賞〉 

         ＊アイシン開発株式会社 

         ＊シャープ株式会社 情報システム事業本部 

  〈マイルズ賞・特別賞〉 

     ＊群馬県 

 

［第 27 回］                                          2009 年（平成 21 年) 

 

  〈マイルズ賞〉 

         ＊株式会社ニコン 精機カンパニー 

  〈マイルズ賞・特別賞〉 

     ＊静岡県 

 

［第 28 回］                                          2010 年（平成 22 年) 

 

  〈マイルズ賞〉 

         ＊株式会社山武 ビルシステムカンパニー 

 

［第 29 回］                                          2011 年（平成 23 年) 

 

  〈マイルズ賞・特別賞〉 

     ＊首都高速道路株式会社 

 

［第 30 回］                                          2012 年（平成 24 年) 

 

  〈マイルズ賞・特別賞〉 

     ＊静岡市 

 

［第 31 回］                                          2013 年（平成 25 年) 

 

  〈マイルズ賞〉  ※共同受賞 

     ＊横河電機株式会社 技術企画センター 

     ＊横河マニュファクチャリング株式会社 
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［第 32 回］                                          2014 年（平成 26 年) 

 

〈マイルズ賞・特別賞〉  

 ＊農林水産省 中国四国農政局 

 

［第 33 回］                                          2015 年（平成 27 年) 

 

〈マイルズ賞〉 

 ＊マツダ株式会社 原価企画本部 

 

［第 34 回］                                          2018 年（平成 30 年) 

 

〈マイルズ賞〉 

 ＊株式会社サイゼリヤ 

 

［第 35 回］                                          2020 年（令和 2 年) 

 

〈マイルズ賞〉 

 ＊株式会社日立建機ティエラ 

 

 

（会社名ならびに部門名は受賞当時のものです） 

 


