
 

 

2022年6月21日 

各  位 

 

一般社団法人 九州ニュービジネス協議会 

                

「第 19 回（2022 年度）九州ニュービジネス大賞表彰」受賞企業の発表について 
 

当協議会では、九州地域におけるニュービジネスの創出･育成を図ることを目的として 2004 年度 

（平成 16 年度）から「九州ニュービジネス大賞表彰」制度を実施しており、これまで多くの企業

さまを表彰させていただいております。受賞後に株式上場を果たされた企業さまもあり、九州地域

における起業家マインドを活発化させ、チャレンジ精神にあふれる地域経済づくりのお手伝いを 

させていただいております。 

今年度も新型コロナ禍の厳しい状況の中にもかかわらず、九州全域からご応募をいただき、  

厳正な審査の結果、下記のとおり受賞企業 6 社が決定いたしましたのでお知らせいたします。 

なお、表彰式並びに受賞企業によるプレゼンテーションを本日 6 月 21 日 15:05 頃より「ももち浜 SRP

ホール」（福岡市早良区百道浜 2-1-22 福岡 SRP センタービル 2 階）にて行います。 

 

記 

 

１．各賞受賞企業 ※受賞事業の概要は別紙１を参照ください 
   

九州ニュービジネス大賞（1 件） 
    

・ 株式会社 EV モーターズ・ジャパン 〈福岡県北九州市〉代表取締役社長 佐藤 裕之 氏 
『 最先端技術を活かした商用電気自動車の展開とゼロエミッションへの取り組み 』 

 
九州アントレプレナー大賞（1 件） 

  ・ Buddycare株式会社         〈鹿児島県鹿児島市〉代表取締役 原田 和寿 氏 
『 Pet techを活用した愛犬の健康管理プラットフォームとカスタマイズソリューションの提供  』 

 

優秀賞（1件） 
 

・ 株式会社 ＫＭＴｅｃ         〈佐賀県佐賀市〉代表取締役 久米 祐介 氏 
『 防災時に必要な非常用電源の常識を変えるポータブル蓄電池 』 

 

奨励賞（1件）  
  

・ 株式会社 グローバル・クリーン   〈宮崎県日向市〉代表取締役 税田 和久 氏 
『 企業の課題解決を支援するクリーンコンサル事業 』               

            

審査員特別賞（2件）  
  

・ 株式会社 SENTAN Pharma      〈福岡県福岡市〉代表取締役会長 松原 正東 氏 
『 「病気を予防し、健康を維持する」予防医学で健康⻑寿を実現  』 

 

・ BugsWell株式会社          〈長崎県西海市〉代表取締役 浪方 勇希 氏 
『 昆虫食から始まる地方創生、農福連携、新産業創造事業 』 

 

 

※ 上記６社は、全国大会にあたる「第17回ニッポン新事業創出大賞〈アントレプレナー部門〉」に推薦いたします。 

 

 

 

 

 

                        news release               



 
２．表彰内容について 

 

九州ニュービジネス大賞 
 事業規模の大小にかかわりなく、「商品･サービス又はその提供方法など」に著しく新規性

を有する事業を展開し、現時点で新たな市場を創出・開拓し、売上げ・利益とも顕著な伸び

を示しており、将来にわたり大きく発展が期待される企業。（賞状・盾・副賞30万円） 

 

九州アントレプレナー大賞 
 事業規模の大小にかかわりなく、「商品・サービス又はその提供方法など」に著しく新規性を

有する事業を展開し、現時点においては十分な事業実績は収めていないが、将来にわたり大きく

発展が期待される企業を表彰するもの。（賞状・盾・副賞30万円） 
 
優秀賞 
 事業規模の大小にかかわりなく、「商品・サービス又はその提供方法など」に新規性を有する

事業を展開し、その優秀性が認められる企業を表彰するもの。（賞状・盾・副賞10万円） 

 

奨励賞 
 事業規模の大小にかかわりなく、「商品・サービス又はその提供方法など」に新規性を有する

事業を展開しているが、惜しくも上位の賞には該当しなかった企業を表彰するもの。 

     （賞状・盾・副賞5万円） 

 

審査員特別賞 
 現時点では特に顕著な功績はないものの、事業規模の大小にかかわりなく「商品･サービス又は

その提供方法など」に新規性を有する事業を展開しており、今後事業の発展が期待できる企業を

特別に表彰するもの。（表彰状・副賞金・副賞3万円） 

 
３．九州ニュービジネス大賞表彰について 
  (1) これまでの表彰実績 ※ 別紙２を参照ください。 

  (2) 募集期間: 2022年 3月1日 ～ 4月8日 

  (3) 応募件数: 8件（県別: 福岡2・佐賀1・⻑崎1・大分1・宮崎1・鹿児島2） 

  (4) 後  援: 経済産業省 九州経済産業局、（独）中小企業基盤整備機構九州本部、 

福岡県ベンチャービジネス支援協議会、(公財)佐賀県産業振興機構、 
(公財)⻑崎県産業振興財団、(一財)熊本県起業化支援センター、(公財)大分県産業創造機構、  
(公財)宮崎県産業振興機構、(公財)かごしま産業支援センター、日本弁理士会九州会  

  (5) 協  賛: 29社（順不同） 

九州電力株式会社、株式会社 QTnet、株式会社 ワールドホールディングス、 

九電産業株式会社、古賀マネージメント総研株式会社、CHIE IMAI グループ、 

株式会社 豊川設計事務所、株式会社 やずや、EY新日本有限責任監査法人、 

学校法人 君が淵学園崇城大学、株式会社 大分銀行、株式会社 アピカル、 

株式会社 ジオクラスター、株式会社 筑邦銀行、株式会社 Branches、 

株式会社 テノ.ホールディングス、西部ガスホールディングス株式会社、 

有限責任監査法人トーマツ、株式会社 はせがわ、株式会社 九南、 

株式会社 西日本シティ銀行、株式会社 福岡銀行、九州旅客鉃道株式会社、 

三和酒類株式会社、西日本鉄道株式会社、木村情報技術株式会社、 

有限会社 坂本石灰工業所、廣田商事株式会社、株式会社 九電工   
 
 
 
 
 
 

お問合せ：（一社）九州ニュービジネス協議会 事務局 担当：金房 
〒814-0001 福岡市早良区百道浜2-1-22 福岡SRPセンタービル5F  
TEL：092-833-3097 FAX：092-833-3088  



★ 九州ニュービジネス大賞 （ 副賞：30万円 ） １社

■ 株式会社 ＥＶモーターズ・ジャパン

　　代表取締役社長　　　 佐藤　裕之 様

★ 九州アントレプレナー大賞 （ 副賞：30万円 ） １社

■ Buddycare(ﾊﾞﾃﾞｨｹｱ)株式会社

　　代表取締役　　　　　原田　和寿 様

★ 優秀賞 （ 副賞：10万円 ） １社

■ 株式会社 ＫＭＴｅｃ

　　代表取締役　　　　  久米　祐介 様

■ 受賞企業のご紹介(受賞事業の概要)

近年は、イヌの死因の約80%が生活習慣病に起因するものと
なっています。当社は、全ての愛犬が1 日でも長く健康に暮
らせる社会を実現するために、生活習慣領域における健康管
理データの蓄積・分析を通じ、それぞれの愛犬に適した健康
ソリューションの提供を行います。

Pet techを活用した愛犬の健康管理プラットフォーム
とカスタマイズソリューションの提供

当社は、国産製リチウムイオン電池を用いた長期間メンテナ
ンスフリーで非常時に即座に使えるポータブル蓄電池を開発
しました。コンセントからの充電に加え、災害時には太陽光
で充電できるパネルを標準装備としています。現在は官公庁
に特化した営業をしていますが、将来は参入障壁が高いと思
われる医療関係分野での営業も展開したいと考えています。

防災時に必要な非常用電源の常識を変えるポータブル蓄
電池

当社は、商用の電気自動車（バス・トラック・トライク等）
に特化し、開発・製造・販売まで手掛けています。
さらに、独自の電池制御技術を活用し、クルマ作りにとどま
らず、エネルギーマネジメント事業を広く展開し、ゼロエ
ミッション社会の実現を目指しています。

最先端技術を活かした商用電気自動車の展開とゼロエ
ミッションへの取り組み

別紙１



★ 奨励賞 １社

■ 株式会社グローバル・クリーン

　　代表取締役　　　　税田　和久 様

★ 審査員特別賞 ２社

■ 株式会社 SENTAN Pharma(ｾﾝﾀﾝ ﾌｧｰﾏ)

　　代表取締役社長    　 永井　朋子 様

■ BugsWell(ﾊﾞｸﾞｽﾞｳｪﾙ)株式会社

　　代表取締役　　    　浪方　勇希 様

　（ 副賞：５万円 ）

　（ 副賞：３万円 ）

当社はこのたび、創薬で培った技術を元に、機能性成分の吸収率が
劇的に向上する「Foodicle（フーディクル）」という⾷べられるナ
ノ粒子を開発しました。機能性成分をナノ化する事で、成分を⽔に
分散しやすくさせ⾝体への吸収率を高める事ができるため、より成
分の作用を実感できる商品開発ができます。

「病気を予防し、健康を維持する」予防医学で健康長寿を実現

昆虫⾷から始まる地方創生、農福連携、新産業創造事業

当社は、⾷用コオロギ生産から加工、販売までをワンストップで提
供しています。コオロギパウダーの製造技術については、独自の殺
菌工程により生菌数は他社比較で1/20 以下。さらにコオロギ特有
の苦み・えぐみを除去し、うまみを引き出す⾷味調整技術により、
安心安全で、⾷べやすく、風味豊かな高たんぱく質な商品を提供し
ています。

私たちの事業【クリーンコンサル】は、清掃そのものを提供する
業務委託ではなく、清掃のノウハウをご提供する弊社独自のサー
ビスであり、2012 年に宮崎県の経営革新承認を受けました。当
社は「自分たちの施設や建物を自ら綺麗にしていきたい」という
新たなニーズに対し営業展開をしています。

企業の課題解決を支援するクリーンコンサル事業



■ 九州ニュービジネス大賞　歴代各賞受賞企業一覧

㈲グリーンテクノ２１ 佐賀 ㈱コム･アントﾞ･コム 福岡 ★①：ジャスダック証券取引所に新規上場 （H17.2）・東証一部上場（H27.6）

(H16) トーマス㈱ 福岡 ㈱パラマ･テック 福岡 ★②：第1回ﾆｯﾎﾟﾝ新事業創出大賞　ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰ部門　最優秀賞（中小企業庁長官賞）（H18.8）

㈱マサキ･エンヴィック 長崎 ㈱プラッツ　★③ 福岡 ★③：東京証券取引所マザーズ、福岡証券取引所Q-Board市場に新規上場（H27.3）

㈲エリアトーク 鹿児島 ㈱ソイック 長崎

㈱エルダーサービス 北九州 ㈱ティスコジャパン 福岡

㈱ビックバイオ 熊本 ㈱天元 鹿児島

トータル・ケアシステム㈱ 福岡

芝浦特機㈱ 北九州 ㈲アキ工作社 大分

楽しい㈱ 福岡 冨士エネルギー㈱ 鹿児島

㈱ミリオネット 福岡

㈱ストーンワークス 鹿児島

テイラーズ熊本㈱ 熊本

エムクラフト㈱ 福岡

(H20) ㈱パストラル 熊本

㈱ワンネット 鹿児島

シールドテック㈱ 大分 ㈲石橋屋　★⑥ 福岡

㈱マミードルチェ 熊本 ㈱CSC 熊本

㈲ターボブレード 大分 ㈱ワイズ・リーディンク゛ 熊本

㈱カウテレビジョン 福岡 ㈱日本計器 鹿児島製作所 鹿児島

㈱エコファクトリー 熊本

㈱ラクテル 宮崎

(H23) ㈱ゼロテクノジャパン 大分

㈱ホスピタブル 福岡

㈱アイキューブドシステムズ 福岡 ㈱徳永装器研究所 大分

木村情報技術㈱★➆ 佐賀 ㈱フジコー 福岡

㈲AliveCast（ｱﾗｲﾌﾞｷｬｽﾄ） 福岡 味の素㈱ 九州事業所 佐賀

㈲ビューティフルライフ 大分 ㈱ベルクミート 熊本

第11回 2014 (H26) 交和電気産業㈱ 鹿児島 ㈱蜂の郷にしおか★⑧ 熊本 ㈱アーダン 鹿児島 ㈱しくみデザイン 福岡 ★⑧：第9回ﾆｯﾎﾟﾝ新事業創出大賞　ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰ部門　最優秀賞（中小機構 理事長賞）（H26.12）

㈱プレシード 熊本

ファーマコセル㈱ 長崎

㈱サムライト 福岡 ㈱アイル　★⑩ 長崎 ★➈：九州山口ﾍﾞﾝﾁｬｰｱﾜｰﾄﾞ2017大賞　（H29.7)

㈱エルム 鹿児島 南薩食鳥㈱ 鹿児島 ★⑩：第11回ﾆｯﾎﾟﾝ新事業創出大賞　ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰ部門　最優秀賞（中小企業庁長官賞）（H28.12）

㈱くりんか　★⑪ 福岡

㈱ワン･ステップ 宮崎

㈱教育情報サービス 宮崎

ユーコネクト㈱ 福岡

㈱N Lab（エヌラボ） 長崎 ㈱くまもと健康支援研究所★⑭ 熊本 ★⑬：九州山口ﾍﾞﾝﾁｬｰｱﾜｰﾄﾞ2019　スタートアップ部門 大賞・地域活性化賞　（R1.10)

㈱deffeasy（ディフィージー） 福岡 ㈱ナノプラネット研究所 大分 ★⑭：第14回ﾆｯﾎﾟﾝ新事業創出大賞　ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰ部門　優秀賞　（R1.10）

※コンテスト実施せず ▶各県支援団体推薦企業：各県推薦１企業を全国大会「第15回ニッポン新事業創出大賞」に推薦。佐賀、長崎、大分は新型コロナ禍につき、推薦辞退。

　全国大会推薦のみ実施
・㈱グリーンリバーホールディングス（福岡）★⑮、九州電機工業㈱（熊本）、大山食品㈱（宮崎）、㈱エルム（鹿児島）★⑮ ★⑮：第15回ﾆｯﾎﾟﾝ新事業創出大賞　ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰ部門　特別賞　（R2.10）

オングリットホールディングス㈱ 福岡 ㈱あんしんサポート 福岡 ㈱イグアス 長崎 オングリットホールディングス㈱ 福岡

㈱Lecture（リクレ）★⑯ 大分 薩摩総研㈱ 鹿児島 ㈱九建 宮崎 ㈱イグアス 長崎

EY賞（2021年度より）

熊本 ★⑯：第16回ﾆｯﾎﾟﾝ新事業創出大賞　ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰ部門　優秀賞　（R3.12）

福岡 KIT-CC㈱（キット） 熊本

★⑫：第13回ﾆｯﾎﾟﾝ新事業創出大賞　ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰ部門　優秀賞　（H28.10）

第18回 2021 (R3) ㈱福岡建設合材

第17回 2020 (R2)

第16回 2019 (H31) ㈱ワーコン　★⑬

宮崎 マトヤ技研工業㈱ 鹿児島第15回 2018 (H30) 木村情報技術㈱　★⑫ 佐賀 ㈱オファサポート

福岡 佐賀冷凍食品㈱ 佐賀 ㈱スディックスバイオテック 鹿児島 ★⑪：第12回ﾆｯﾎﾟﾝ新事業創出大賞　ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰ部門　優秀賞　（H29.10）第14回 2017 (H29) ㈱フカノ楽器店

第13回 2016 (H28) リーフラス㈱ 福岡 ㈱スカイディスク★➈ 福岡

㈱炭化 佐賀

㈱みらい蔵 大分 ジェイウォーター㈱ 熊本

第12回 2015 (H27) 薩摩総研㈱ 鹿児島

★➆：第7回ﾆｯﾎﾟﾝ新事業創出大賞　ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰ部門　優秀賞（H24.12）

第10回 2013 (H25)

第9回 2012 (H24)

福岡

第8回 2011 クイックウオッシュ㈱ 福岡

福岡 ★⑥：第4回ﾆｯﾎﾟﾝ新事業創出大賞　ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰ部門　優秀賞（H21.12）

第7回 2010 (H22) ㈱フィット

第6回 2009 (H21) ㈱創生

福岡
㈲佐賀ダンボール商会

★⑤
佐賀 ★⑤：第3回ﾆｯﾎﾟﾝ新事業創出大賞　ｱﾝﾄﾚﾌﾟﾚﾅｰ部門　優秀賞（H20.12）

㈲坂本石灰工業所 熊本 ★④：東京証券取引所ﾏｻﾞｰｽﾞ市場及び福岡証券取引所Q-Board市場に新規上場（H28.11）

第5回 2008 田川産業㈱ 福岡 ㈱ルネサンス・プロジェクト

第4回 2007 (H19) WASHハウス㈱　★④ 宮崎

熊本

第3回 2006 (H18)

第2回 2005 (H17) ㈱エムテック 北九州 ㈱エイムテック

審査員特別賞

第1回 2004
㈱ワールドインテック

★①
北九州

㈱データ復旧センター

★②
福岡

回 年度 九州ニュービジネス大賞 九州アントレプレナー大賞 優秀賞　 奨励賞

別紙２


