
■ 九州ニュービジネス大賞　歴代各賞受賞企業一覧（2004～2022）

㈲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

㈱SENTAN Pharma 福岡 ㈱ＥＶモーターズ・ジャパン 福岡

BugsWell㈱ 長崎 BugsWell㈱ 長崎

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）

Buddycare㈱ 鹿児島 ㈱グローバル・クリーン 宮崎

第18回 2021 (R3) ㈱福岡建設合材

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 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

第2回 2005 (H17) ㈱エムテック 北九州 ㈱エイムテック 熊本

第3回 2006 (H18)

第4回 2007 (H19) WASHハウス㈱　★④ 宮崎 ㈲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 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）

第6回 2009 (H21) ㈱創生 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 福岡

第8回 2011 クイックウオッシュ㈱ 福岡

第9回 2012 (H24) ★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) ㈱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 ㈱炭化 佐賀

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

第14回 2017 (H29) ㈱フカノ楽器店 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15回 2018 (H30) 木村情報技術㈱　★⑫ 佐賀 ㈱オファサポート

㈱ワーコン　★⑬

宮崎 マトヤ技研工業㈱ 鹿児島

第17回 2020 (R2)

第16回 2019 (H31)

第19回 2022 (R4) ㈱ＥＶモーターズ・ジャパン★⑰ 福岡 ㈱KMTec

EY賞（2021年度より）

佐賀 ★⑰：第17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） （R4.12）

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）


