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「平成 24年度九州ニュービジネス大賞」受賞企業について 
 

九州ニュービジネス協議会では、平成 16 年度から九州地域におけるニュービジネスの創出・育成を図る

ことを目的に、「九州ニュービジネス大賞 表彰制度」を実施しております。第 9 回目の開催にあたる平成 24

年度も募集を行い、九州全域から御応募をいただきました。厳正な審査の結果、下記の通り、受賞企業が決

定しました。 
 

記 
 
 

１．受賞企業について（各企業の概要は別紙を御参照ください。） 
 
 
  ○九州アントレプレナー大賞（２件） 賞状、盾、副賞３０万 
    
   ・株式会社アイキューブドシステムズ （福岡市） 代表取締役社長 佐々木 勉 氏 

 （法人向けクラウド・スマートデバイス統合管理インターネットサービス） 

 

  ・木村情報技術株式会社 （佐賀市） 代表取締役 木村 隆夫 氏 
 （多地点高画質ライブ配信サービス） 

 

 ○九州ニュービジネス優秀賞（２件） 賞状、盾、副賞１０万 
    
   ・株式会社徳永装器研究所 （大分県宇佐市） 代表取締役 徳永 修一 氏 

 （自動吸引器を基盤にした医療機器事業の展開） 

   

  ・株式会社フジコー （北九州市） 代表取締役社長 山本 厚生 氏 

 （消臭、殺菌効果に優れたＭａＳＳＣ
マ ス ク

 

                   Material with Strong Sterilization Capability 強い殺菌能力を発揮する材料） 
   

 
２．その他 

 
 

○九州アントレプレナー大賞について 

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。 

 

○九州ニュービジネス優秀賞について 

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。 

 

  

 

 

 



 

平成 24 年度九州アントレプレナ
受賞企業 

株式会社アイキューブドシステムズ 

所在地 

福岡市南区大橋 2丁目 1-1 花村ビル

電話番号 FAX

092-552-4358 092-55
 
受賞事業について 
■ 法人向けクラウド・スマートデバ

企業活動において、今後の ITで要と
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平成 24 年度九州アントレプレナー大賞  

受賞企業 肩書 代表者（満年齢） 設立年月 業種 

木村情報技術株式会社 代表取締役 木村隆夫（49） 2005 年 7月 IT 関連ｻｰﾋﾞｽ 

所在地 資本金(百万円) 前期売上高（百万円） 従業員(人) 

 佐賀県佐賀市卸本町 6-1 24（百万円） 276（百万円） 42（人） 

電話番号 FAX 番号 Ｅ-mail URL 

0952-31-3901 0952-31-3919 info@k-idea.jp http://www.k-idea.jp/ 

 

受賞事業について 

■講演会、セミナーなどの発表内容を全国に数千人規模で高画質にライブ配信するワンストップサービス 

『 多地点高画質ライブ配信サービス 』 
 

現在、製薬会社など医療分野に特化して、講演会やセミナー等のライブ配信サービスを提供する。 
質の高いサービスで、全国隅々まで、質の高い映像で医療系コンテンツを配信。医師、看護師不足、医
療格差是正等に貢献している。 
 

〔サービスの特長〕 

① 高画質・高機能配信（高精細配信）。静止画のみならず、動画やアニメーションも鮮明に配信可能。  
② 双方向性システム（テキスト書込式、アンケートシステム）を実現。 
  ライブ配信を行いながら、配信会場と参加者の意見集約や質疑応答が可能。 
③ 全てのサービス（事前準備から本番当日、本番終了後まで）をワンストップで提供。 
 
現在、海外（アメリカやヨーロッパ）で開催される医療関係の学会のトピックスをタイムリーに日本に
配信するために、海外支店設立にむけて準備を進めている。今後は、医療分野以外のコンテンツのライ
ブ配信においても積極的に事業拡大をしていく。 

 

 



  

平成 24 年度九州ニュービジネス優秀賞  
受賞企業 肩書 代表者（満年齢） 設立年月 業種 

株式会社徳永装器研究所 代表取締役 徳永修一(62) １９９９年５月 
医療介護福祉機器
の製造販売業 

所在地 資本金(百万円) 前期売上高（百万円） 従業員(人) 

大分県宇佐市大根川３１８番地 １０（百万円） １５７（百万円） １８(人) 

電話番号 FAX 番号 Ｅ-mail URL 

0978-33-5595 0978-33-5596 toku@amor.co.jp http://homepage3.nifty.com/tokuso/ 

 

受賞事業について 
■自動吸引器を基盤にした医療機器事業の展開 

・気管内痰の吸引を必要とする患者家族の吸引負担は大きい。そこで、全国の医師と共同で約１１年か

けて気管内痰を持続的に吸引する自動吸引システムを開発し薬事承認を得て商品化した。 

・本人は苦痛がなくＱ・Ｏ・Ｌは格段に向上し、介護者は過酷な介護負担が軽減される。全国で多くの

患者に使用して頂き喜ばれており、実績も増加し評価も良好で社会的貢献度は高い。 

・世界初の商品として需要と将来性は大きく、商品の高度化とシリーズ化で優位的な事業展開を図る。 
 

＜ポイント＞ 

①気管内痰を持続的に吸引し、唾液や痰が発生すると体外へ排出する。 

②定量持続吸引で呼吸に影響せず気管粘膜の吸着がなく、安全で効果的に吸引するシステムである。 

③ゆっくり優しく吸引し、苦痛がなく夜もぐっすり眠れ、患者家族のＱ・Ｏ・Ｌが大きく向上する。 

④自動吸引システムの実績とノウハウの蓄積を重ね、知名度を上げて優位的な事業展開を図る。  
【従来の痰吸引方法と自動吸引システムの比較】 
 

 

 

＜従来の痰吸引方法＞ ＜徳永装器研究所 自動吸引システム＞ 

吸引カテーテルを気管
内に挿入し、大流量で吸
引する 

小流量・高圧力で持続的
にゆっくり優しく吸引
する 

本人は苦しい・危険、過酷な介護負担 本人は苦痛なくＱＯＬの向上、介護負担の軽減 

【自動吸引器を基盤にしたシリーズ商品の開発と医療機器事業の展開】 

一般吸引器 

吸引カテーテル 

自動吸引器 

専用気管カニューレ

病院 
施設 在宅 

障害者 

高齢者 難病者 

②世界初の商品として知名度の向上と需要拡大 ①自動吸引器の優位性とシリーズ商品開発 

・広告宣伝･･･展示会、学会、機関誌でのＰＲ強化 
・販売体制･･･販売店網、販売方式の確立 

対象者 納入先 

20 万人、20 億円
の需要創出 

・バッテリー式吸引器 

・専用閉鎖式吸引カテーテル 

・自動吸引器の高度化・ノウハウの蓄積 



  

平成 24 年度九州ニュービジネス優秀賞  
受賞企業 肩書 代表者（満年齢） 設立年月 業種 

株式会社フジコー 代表取締役社長 山本厚生（71 歳） 1952 年 4月 金属製品製造業 

所在地 資本金(百万円) 前期売上高（百万円） 従業員(人) 

福岡県北九州市戸畑区中原西二丁目 18 番 12 号 １００（百万円） １０，３８７（百万円） ７３９（人） 

電話番号 FAX 番号 Ｅ-mail URL 

093-871-0761 093-882-0522 - http://www.kfjc.co.jp 
 
受賞事業について 
■消臭、殺菌効果に優れたＭａＳＳＣ

マ ス ク

（Material with Strong Sterilization Capability 強い殺菌能力を発揮する材料） 
 

蛍光灯などの室内光照明下において、10 分間で生菌数を 100 万分の 1に消臭、殺菌する効果がある、高性

能な除菌材料 MaSSC を開発した。㈱フジコーのＭaSSC はわずかな光にも反応する高性能な光触媒に抗菌金属

をプラスしている。強力な分解力で、表面に接触してくる細菌を殺し、その死骸をも分解する為、高い除菌、

消臭作用を発揮する。又、高い耐久性も兼ね備えている。この技術は、高性能のハイブリット光触媒を㈱フジ

コー独自の溶射法により皮膜化する技術から生まれたもので、幾多の産学連携研究開発事業を経て開発された。 

㈱フジコーでは、MaSSC シールド磁器タイルの他に、消臭殺菌塩ビタイル、光触媒粒子をアルミ繊維フィル

ターにコーティングした MaSSC クリーン空気消臭殺菌装置等を MaSSC（登録商標）ブランド商品として、今後、

院内感染に悩む医療、介護、教育施設、さらにはトイレの悪臭に悩む交通機関、公共、商業施設、食品加工施

設など、幅広い新たな市場に販売していく。㈱フジコーにとって全く異業種となるこのニュービジネスで、3

年後には売上高 50～60 億円を目指す。 
 

■ 高速フレーム低温溶射法技術 
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２．技術レベル・信頼性（公的機関検証）

従来技術 新技術

３．経営貢献度・環境面・商品展開

ｳｲﾙｽ不活性化ﾃｽﾄ（北里環境科学センター）

圧縮空気アシスト＆ハイブリット（光触媒＋抗菌金属）ス
ラリー溶射により従来法に対し高緻密・高耐久/可視光
応答・高活性/高殺菌性能の光触媒成膜を実現

蛍光灯照明下で10の6乗の高殺菌実証

１．革新技術：

スラリー方式による超高速低温
光触媒・抗菌金属ハイブリット溶射


