
 
平成25年6月12日 

各    位   
 

（一社）九州ニュービジネス協議会 
 
                  

 

「平成 25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 10 回目

の開催にあたる平成 25 年度も募集を行い、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 受賞の概要（各賞・企業名 等） 
  ●九州アントレプレナー大賞（1件） 賞状、盾、副賞30万 
    
   ①株式会社みらい蔵 （大分県豊後大野市） 代表取締役社長 山村 惠美子 氏   

 （科学的な土壌診断・処方システムで農業者の悩みを解決し、儲かる農業を実現） 

 

 

●九州ニュービジネス優秀賞（2件） 賞状、盾、副賞10万 
    
   ②有限会社AliveCast （福岡市） 代表取締役 中村 理 氏 

 （専用ＱＲｺｰﾄﾞを撮影し、ﾜﾝﾀｯﾌﾟで手軽に商品が購入できるｽﾏﾎｱﾌﾟﾘ「Exorder」の開発） 

  

   ③有限会社ビューティフルライフ （大分市） 代表取締役社長 田中 晃一 氏 

 （福祉理美容 多機能車いす、移動シャンプー台の販売等） 

 

   

○九州ニュービジネス奨励賞（2件） 賞状、盾、副賞5万 
    
   ④味の素株式会社 九州事業所 （佐賀市） 九州事業所長 谷 昌浩 氏 

 （九州工場の副産物を用いた高付加価値農業バリューチェーンの構築） 

  

   ⑤株式会社ベルクミート （熊本県菊池市） 代表取締役 平江 龍一 氏 
 （自社ブランド「やまさと豚」の肉質向上と業務用成熟肉の開発） 

 

  

○審査員特別賞（1件） 賞状、盾 
    
   ⑥ジェイウォーター株式会社 （熊本県阿蘇郡） 代表取締役社長 今村 行秀 氏 

 （宅配水事業の新たなビジネスモデルの確立） 

 

                
※今年度は、★九州ニュービジネス大賞の該当はございませんでした。 

 
 
 



 

 

 
２ 各賞の説明 
 
 ★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。 

 

●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。 

 

●九州ニュービジネス優秀賞 
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。 

 

○九州ニュービジネス奨励賞 

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。 
 

○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。 

 
 
３ 受賞事業の概要 
  次頁以降 別紙をご参照ください。 



平成 25 年度  九州アントレプレナー大賞  
受賞企業 ご役職   代表者名（満年齢） 設立年月 業種 

株式会社みらい蔵 代表取締役 山村 惠美子（60）      1997年 3月 
小売業・卸売業・

分析研究室 

所在地 資本金(百万円) 前期売上高（百万円） 従業員(人) 

大分県豊後大野市犬飼町大寒 1700 番地 20（百万円） 870（百万円） 18（人） 

電話番号 FAX 番号 Ｅ-mail URL 

097-578-1155 097-578-0890 info@mirai-zou.co.jp http://mirai-zou.co.jp 

 

受賞事業について 

■当社独自の土壌分析診断技術を用いた『ソリューションサービス』のご提供!! 

土壌診断・施肥設計システム『ソイルマン』は、当社独自の分析診断技術と施肥設計システムを用い

て、生産者の栽培管理に“必要な情報”を、専門家に頼らず、誰でも簡単に自由に取り出し閲覧や比較

する事が可能です。また生産者オリジナルの施肥設計を可能にしたＷｅｂサービスで、特許申請中です。 

 

 【ソイルマン・システムの特徴】 

 

  
 

① Ｗｅｂで分析診断・施肥設計サービスの提供。 

インターネットを使って、土壌診断の結果を閲覧したり施肥設計をする事が可能です。もちろん

スマートフォンやタブレット端末からも利用できます。 

② 診断結果がグラフや図が豊富で分り易い。 

土壌分析診断の結果が、数値だけでなくグラフや図が豊富で、目で見て楽しく分り易い診断結果

となっています。バランスの良い土づくりの参考となります。 

③ 自分で施肥設計をすることができます。 

条件を指定すれば、システムが自動で施肥設計してくれます。もっと肥料にこだわりたい人は、

肥料を一つずつ選んでいく、オリジナル施肥設計という方法もあります。また自分の持っている肥

料、使いたい肥料も登録する事が可能です。 

 

■今後の展開 

当社は“農業イノベーションリーダー”として、これまでに蓄積してきた「分析及びＩＴ」のノウハ

ウを活かし、農家に対する実行性のある提案を行い、世界にほこれる高品質な made in Japan 農作物

の生産に貢献して参ります。 



平成 25 年度  九州ニュービジネス優秀賞  
受賞企業 ご役職   代表者名（満年齢） 設立年月 業種 

有限会社 AliveCast 代表取締役 中村 理 (51) 2005年 7月 
ソフトウェア 
サービス 

所在地 資本金(百万円) 前期売上高（百万円） 従業員(人) 

福岡市博多区博多駅前 2-4-12 タイセイビル 6F 5（百万円） 16（百万円） 3（人） 

電話番号 FAX 番号 Ｅ-mail URL 

092-474-8215 092-474-8215 info@alivecast.jp http://www.alivecast.jp 
 
受賞事業について 

■あらゆるメディアで通販を可能にする ExOrder（エクスオーダー） 

ExOrder は、従来の販促物（チラシ、ポスター、カタログ、ＴＶショッピング、ホームページ、

デジタルサイネージ等）に、ExOrder で発行されたＱＲコードを張り付けるだけで、従来の販促物

がバーチャルショップに代わります。 

 一般消費者がスマートフォン(iPhone,Android)で専用ＱＲコードをスキャン、購入ボタンを押す

だけで決済が完了し、商品が自宅などに配送されるので、これまでのＱＲコードの使われ方と大き

く異なるサービスです。 
 

商品販売売上低迷の中、現在通販事業は堅調な伸びを示しています。多くの中小企業は、ＩＴが苦手

なため、通販ができない、ホームページを作ったが、どのように集客していいかわからないといったこ

ともあります。 

本事業は、ＩＴのみならず、従来の販促物（チラシ・ポスター等）でも簡単に通販が行えるので、販

売機会が飛躍的に向上するため、売上が向上します。 

 

 加えて、現在、印刷業をはじめとした紙媒体、ＴＶなどの映像媒体とした宣伝広告を行う業界もＩＴ

の影響で売上が下がってきています。このような媒体が新たに通販の対象となるため、業界の底上げに

寄与するものであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://exorder.jp/ 

エクスオーダー 

ExOrder用 QRコード付チラシ スマートフォン用アプリ「ExOrder」 商品宅配 

 



平成 25 年度  九州ニュービジネス優秀賞  
受賞企業 ご役職   代表者名（満年齢） 設立年月 業種 

有限会社 
ビューティフルライフ 

代表取締役社長 田中 晃一（53）       2000年 5月 理美容業 

所在地 資本金(百万円) 前期売上高（百万円） 従業員(人) 

大分県大分市大字三芳 939 番地の 15 3（百万円） 86（百万円） 20（人） 

電話番号 FAX 番号 Ｅ-mail URL 

097-546-0666 097-546-6999 info@be-life.info http://www.be-life.info 
 
受賞事業について 

■多機能車椅子・移動シャンプー台の医療・介護・理美容への全国販売 

『医療･介護･理美容業務の省力化と従事者の腰痛防止、高齢者・患者等のＱＯＬの向上を図る 』 

理美容・医療･介護での多機能車椅子・移動シャンプー台を使用した、ワンストップサービスを

提案。昨年 8 月より理美容と医療･介護、分野別に全国販売を開始。 

理美容を主体に医療･介護現場で使用され初期ロットを販売、2 次ロット製造中で 21 台予約済

み。 
 

〔 ① 多機能車椅子と ② 移動シャンプー台 の特長、③ 共通の特長 〕 

① ティルトとリクライ二ングをワンアクションで連動する新リンク機構により、ずれ難い車椅子。 

利用者の座位を戻す作業負担と身体機能が低下した高齢者等の双方の負担の軽減を図る。 

理美容・医療･介護時(玄関⇒受付⇒施術(診察･検査等)⇒支払い⇒玄関)のワンストップ提供。  
 

② 形状･機能により、洗髪時の高さや角度を合わせ易く、ベッド上での寝たままでの洗髪による無

理な姿勢や作業負担を軽減し腰痛防止効果を向上。 
 

③機器(もの)が人(高齢者･患者)に合わせられ、高齢者・患者等のＱＯＬの向上を図る。 
 
厚生労働省「介護労働者環境向上奨励金」対象・介護福祉機器として対象購入者は１/2 の助成

がある。 

現在、大分県「医療関連産業研究開発事業」承認･支援により、新リンク機構を導入した高齢者

向け 

自走式車椅子と軽量化した在宅用簡易シャンプー台を 10 月目標に開発中、市場化を目指す。 

                                      

          

                    
 

 

 

 

 
 

 

新リンク機構 

ティルティング＆リクライニングを 

ワンアクションで 連 動 操 作 

ショックレス昇降機構 ・座面高 50～65cm 

安全性の向上：サイドレッグサポート 

３方向の洗髪口 

と頭部置き 

 

首振り機能  昇降機能 

・給排水は直圧式 

移動式に対応 
 

・病室や居室へ持込

み、洗髪できる 

 

多機能車いす：国内・国際特許出願中 

移動シャンプー台：特許第5236329号 

 

● 東日本大震災後の理美容ボランテイアと仮設診療所での歯科治療で使用、有用性・耐久性の評価を受ける。 

         
  避難所でのシャンプー提供            仮設診療所での歯科治療活動  



平成 25 年度  九州ニュービジネス奨励賞  
受賞企業 ご役職   代表者名（満年齢） 設立年月 業種 

味の素株式会社  
九州事業所 

九州事業所長  谷 昌浩 （52）    1943年工場設立 食品製造業 

所在地 資本金(百万円) 前期売上高（百万円） 従業員(人) 

佐賀県佐賀市諸富町大字諸富津 450 -（百万円） -（百万円） 
224（人） 

（九州工場） 

電話番号 FAX 番号 Ｅ-mail URL 

0952-47-2513 0952-47-5190 
yuusuke_takahashi@ajino

moto.com 
http://www.ajinomoto.co.jp/kf

b/kengaku/kyushu/index.html 
 
受賞事業について 

味の素九州事業所は、当事業所の安全・安心・安価（３安）な副産物（アミノ酸発酵をした菌体）由来の肥

料を利用して高付加価値農業バリューチェーンの構築を行います。 

当事業所はダイエット甘味料「パルスイート®」などの原料になるアミノ酸を発酵技術を用いて生産してい

ます。その際、菌体が副産物として発生します。この菌体を、畜産農家、堆肥業者や自治体や農協などの

堆肥施設で堆肥と混合して肥料にします。この肥料は、農産物の栄養分となるアミノ酸や土壌改良材であ

る活性炭を豊富に含み、施肥した農地で採れた野菜は、アミノ酸濃度や糖度が増加し、おいしさが向上す

ることが当事業所の実験により確認されています。現在堆肥業者、農家、小売りと連携してバリューチェー

ンの実証実験を始め（仮称：九州農業元気プロジェクト）、2014年度から本格的に事業展開します。 

本事業により、当事業所は菌体の乾燥費用を削減するとともに、高付加価値の農業のバリューチェーン

の構築を通して九州の農業振興にもつなげていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 25 年度  九州ニュービジネス奨励賞 
受賞企業 ご役職   代表者名（満年齢） 設立年月 業種 

株式会社ベルクミート  代表取締役  平江 龍一（53） 2003年 7月 食品加工業・養豚業 

所在地 資本金(百万円) 前期売上高（百万円） 従業員(人) 

熊本県菊池市深川３５６－１ 10（百万円） 112（百万円）  20（人） 

電話番号 FAX 番号 Ｅ-mail URL 

0968-25-3989 0968-24-0525 berg-meat.bio@silver.ocn.ne.jp http://www.berg-meat.co.jp 

 
受賞事業について 

■植物由来のミネラルで飼育した自社ブランド「やまさと豚」の肉質向上と業務用熟成肉の開発 

 世界の豚肉の９５％を占めるＬＷＤ種（三元豚）は生産性には優れているが味の差が出にくい。高い

加工技術を活かし収益を上げるためには高付加価値商品を提供することが必要である。そういった背景

のもとに誕生したのがミネラル養豚事業である。 

 ①味に定評のある原種豚の導入  

  生産性では劣るが味の評価が高い希少品種の梅山豚や中ヨークシャー種、ブリティッシュ・バーグ

種 

 （黒豚）を導入して差別化をはかった。 

 ②肉質向上のための飼育方法の改良 

  植物系ミネラルや乳酸菌、酵素と弊社独自の自家配合の餌を与え、豚舎の柵をなくして放牧するな

どによ 

 りストレスを軽減することで、抗生物質を使用する必要のない肥育方法に取り組んでいる。 

 ③肉質を活かした加工技術の開発 

  これまで難しいとされてきた豚肉の熟成技術（エージング技術）の開発に取り組んでいる。 

 



平成 25 年度  審査員特別賞  
受賞企業 ご役職   代表者名（満年齢） 設立年月 業種 

ジェイウォーター株式会社 代表取締役社長 今村 行秀（51） 2011年 7月 製造業 

所在地 資本金(百万円) 前期売上高（百万円） 従業員(人) 

熊本県阿蘇郡南阿蘇村河陰 3007 267.3（百万円） 45.5（百万円） 20（人） 

電話番号 FAX 番号 Ｅ-mail URL 

0967-63-8144 0967-63-8145 info@jwater.jp http://jwater.jp/ 
 
受賞事業について 

◆世界初！エコバッグ式のコンパクトウォーターサーバーを開発。 

～レンタルサーバーから MY サーバーへ Life Style Water のご提案～ 

天然水・機能水を独自開発の水袋“エコバック”に充填。これまでのレンタルサーバーではなく、お好

みのサイズ、仕様の MY サーバーで天然水や機能水を、キッチン・寝室・リビングルームなどご家庭の

どこにでもお好きな場所でご利用いただけます。 

【サービスの特徴】 

1. 従来のレンタルサーバーではなく、自分専用の MY サーバーをご提案。 

サーバーも①jw ウォーターサーバー（レンタル）、②ミニ eco サーバー、③コンパクト eco サーバー

と 

ご利用シーン応じてお選びいただけます。 

2. エコバッグは女性でも簡単に取扱いが可能な６．２L 袋で、使用後のゴミを従来品より８５％減量。 

世界各地の天然水から水素水や健康茶などの機能水まで 1 台のサーバーでお好みに応じてご利用で

きます。 

3. 宅配便にて全国にお届けできるワンウェイ方式により、空き容器の回収が不要です。

 
 

mailto:info@jwater.jp

