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ものづくり日本大賞受賞企業等一覧
敬称略。企業名は受賞当時の名称

回 結果 所属企業名 応募案件名 県別

第１回

経済産業大臣賞 ｵープンアイシステムズ有限会社 和裁士の職人技をプログラム化した、きものロボットの開発 大分県

優秀賞

株式会社フジコー 高性能低コスト溶射装置と効率的かつ安全に配慮した現地溶射ロ
ボットの開発 福岡県

東陶機器株式会社 環境配慮とユニバーサルデザインを兼ね備えた最先端トイレ「ネオ
レスト」の開発 福岡県

株式会社つみきハウス 杉の間伐材で作った３種類のブロックを積み上げて、家の壁を造る、
建築新工法 宮崎県

第２回

内閣総理大臣賞 田川産業株式会社 不焼成漆喰セラミックの開発 福岡県

経済産業大臣賞
新日本製鐵株式会社 重荷重鉄道用高耐摩耗・耐内部疲労損傷性レール 福岡県

富士電機システムズ株式会社 フィルム太陽電池とその連続製造技術の開発と実用化 熊本県

優秀賞

信号電材株式会社 世界初「太陽の光に負けない信号灯器」の開発 福岡県

アジア技研株式会社 マグネシウム合金製ねじの薄板への超瞬間溶接システムの開発およ
び製品化 福岡県

大喜工業株式会社 世界初の振動等で緩まないボルトの開発と商品化 福岡県

日本タングステン株式会社 高速輪郭加工用超硬合金製ロータリーダイカッター『ＮＴダイカッ
ター』 佐賀県

三菱重工業株式会社 アモルファス太陽電池用プラズマＣＶＤ装置の開発 長崎県

水俣浮浪雲工房 畳表製造時に廃棄されるイグサを利用したゼロエミッション高機能
和紙壁紙素材の開発 熊本県

ソニー・太陽株式会社 ユニバーサルデザインの思想を、ものづくりの現場に。 大分県

株式会社ホンダロック 世界 Ｎo. １高速キー加工自動機の開発と量産適用 宮崎県

昭和シェルソーラー株式会社 太陽電池の概念を変えた世界初の次世代型ＣＩＳ系薄膜太陽電池の
製造技術開発と実用化 宮崎県

株式会社エルム 光ディスクのキズを短時間で修復する自動修復装置の世界シェア
Ｎo.１ 鹿児島県

局長賞

新日本製鐵株式会社 「たたら製鉄」法による若手自身による砂鉄と木炭を使った鉄つくり
の取り組み 福岡県

株式会社西村鐵工所 多段回転円板型乾燥機 佐賀県

株式会社日本開発コンサルタント 金属薄板コイルのスリッターライン用新型ベルト式巻取り張力付与
装置の開発と実用化 長崎県

GT スパイラル有限会社 正確なピッチの真ねじりを実現した金属ねじり加工技術と用途の開
発 熊本県

日本フィルム株式会社 開け易く再利用できるトイレットペーパー用包装袋の開発 大分県

和光コンクリート工業株式会社 （実車衝突実験で安全性を確認した車両用防護柵基礎一体型擁壁）
「Ｇr. Ｌ型擁壁」 宮崎県

株式会社藤田ワークス 職人のこだわり、古くも信頼性ある技術が生んだ５層同時接合技術 鹿児島県

第３回

内閣総理大臣賞 新日本製鐵株式会社　八幡製鐵所 耐食性を飛躍的に向上させた環境適合燃料タンク用鋼板（エココー
トーＳ）の開発 福岡県

特別賞 株式会社住友金属小倉 高強度 Pb フリークラッキングコンロッド用非調質鋼の開発 福岡県

優秀賞

株式会社西部技研 「イオン吸着式全熱交換器」の開発製品化 福岡県

安川電機株式会社 日本のものづくりの課題解決に貢献する安川流高効率生産システム 福岡県

株式会社岳将 超音波ロータリースピンドルの開発で脆性材料の高速精密加工を実
現 福岡県

有限会社佐賀ダンボール商会 アートとしての伝統工芸「有田焼万年筆」等の高付加価値商品開発と
世界への販売 佐賀県

株式会社エコファクトリー 輻射による熱移動の原理を応用し、空調エネルギーの大幅な削減を可
能とした輻射式冷暖房装置ハイブリッドサーモシステム「エコウィン」 熊本県
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回 結果 所属企業名 応募案件名 県別

第３回

優秀賞

新日本製鐵株式会社　大分製鉄所 大型コンテナ船用高強度高靱性厚鋼板（47 キロハイテン）の開発と
新規船体構造設計 大分県

冷化工業株式会社 従来の混合概念を一新したタンクレス振動ミキサーとシステムの開
発・商品化 宮崎県

マトヤ技研工業株式会社 豚枝肉処理工程におけるロース・バラ肉の肋骨剥離機開発 鹿児島県

局長賞

共和技研株式会社 空気でボールを飛ばす、高性能ボール発射装置の開発 福岡県

九州三井アルミニウム工業株式会社 半導体製造装置用アルマイト処理技術とその皮膜を利用したアルマ
イトナノポアフィルムの開発 福岡県

株式会社マリン技研 複合自然エネルギーを用いたランニングコスト・ゼロの閉鎖水域水
質汚濁防止システムの実用化 長崎県

リバーテープ製薬株式会社 病院内交差感染の防止を目的としたパック消毒剤の開発 熊本県

株式会社阿蘇デリシャス 生徒たちの発案した米粉メロンパンが「高校生のコメロンパン」とし
て商品化された。 熊本県

第４回

経済産業大臣賞
上野精機株式会社 世界最高速の半導体、電子部品向けテストハンドラーを開発し世界

シェア Ｎo. １を獲得 福岡県

特定非営利活動法人博多織技能開発養成学
校

職人ではなく世界に飛躍することが出来るクリエ－ターを育てる新
しいタイプの専門学校の運営 福岡県

特別賞

株式会社Ｃ＆Ｇシステムズ 研削加工における仕上加工の省力化、高精度化を実現した自動補正
型研削システムの開発 福岡県

株式会社フジコー 触媒・抗菌金属ハイブリッド溶射法を活用した世界トップの高殺菌・
消臭分解機能製品 福岡県

新日本製鐵株式会社 原油タンカー用髙耐食性鋼板「ＮSＧP®-１」の開発と実船適用 大分県

千住技研株式会社 異分野の乳化新技術を取り入れて開発・製品化に成功した世界で最
初の次世代高密度実装用「接合金属粒子」 宮崎県

優秀賞

一番食品株式会社 高品質スープの生産を実現した小袋包装無菌充填システムの開発 福岡県

本多機工株式会社 世界初　毎分 15000 リットルの大容量でマイクロナノバブルを発生
可能なポンプ 福岡県

有限会社小森谷嘉右衛門窯 有田焼の伝統技術を活用し、電子レンジで自ら発熱する『ふしぎなお
皿』を開発 佐賀県

株式会社山一 「島原手延べ素麺」技術を活用した高校生の発案による『スープ生姜
めん』の開発支援 長崎県

有限会社アキ工作社 立体イメージを 2 次元に分解して 3 次元を再構築する立体造形シ
ステムによる商品開発 大分県

株式会社日南家具工芸社 「おび杉」を原料とした３次元特殊機械加工技術による世界が認めた
トップクラスの品質の木製品の開発 宮崎県

株式会社九州タブチ 一気通貫生産体制確立による多品種少量生産に対応した独自の生産
革新プロセスの構築 鹿児島県

株式会社日本計器鹿児島製作所 農作物を霜害や害虫から守る乾電池式全自動散水・止水制御装置の
開発 鹿児島県

局長賞

有限会社石橋屋 老舗発のイノベーション～体に優しく、食べやすい「星型こんにゃく
麺」で世界進出～ 福岡県

株式会社マリネックス 健診オートボーイのシステム開発（ソフト開発） 長崎県

グリーンサイエンス・マテリアル株式会社 日本固有種スイゼンジノリの代謝物である新規超高分子多糖体「サ
クラン」の量産化 熊本県

有限会社坂本石灰工業所 火傷しない安全、安心な生石灰乾燥剤　「乾燥剤 I・C」の開発 熊本県

八光産業株式会社 医薬・化学工業界での多様化したニーズに応える静電気対策用グラ
スライニング「SEF」 大分県

有限会社バンショップ・ミカミ 他社の革新的商品と融合させた独創的軽キャンピングカーのシリー
ズ展開 鹿児島県

株式会社小田畳商会 日本古来の畳の伝統技術を応用して和室以外の空間でも利用できる
床材洗える畳｢洗畳｣ 鹿児島県

第５回
内閣総理大臣賞

株式会社ワイエスピー 業界最短の製造時間で高品質の豆乳製造を実現した豆乳製造方法 福岡県

ソニーセミコンダクタ株式会社 世界初、裏面照射型 CMOS イメージセンサーの開発と量産化 熊本県

特別賞 新日鐵住金株式会社 高効率・高品質・低環境負荷を同時に実現できる新製鋼プロセスの
開発 福岡県

ファイル名
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回 結果 所属企業名 応募案件名 県別

第５回

特別賞
三菱電機株式会社 トランスファーモールﾄﾞ形ＩＰＭの開発と製品化 福岡県

株式会社タカギ 造核剤の活用による効率的かつ安価なアジア地域用の新型浄水シス
テムの開発 福岡県

優秀賞

ＴＯＴＯ株式会社 プラットフォーム化によって実現された、ウォシュレットの生産プ
ロセス改革 福岡県

東洋ステンレス研磨工業株式会社 超繊細意匠研磨技術と先進の真空技術による軽量で高耐食なＩＰ
ゴールドチタンの開発 福岡県

株式会社昭和テックス 高耐久性鉄道レールボンドおよび施工法の開発 福岡県

株式会社清山 特許技術「セラミックねじ長崎」を活用した繰り返し使用可能な陶磁
器容器の開発 長崎県

有限会社ビューティフルライフ 理美容・医療・介護のサービスの QOL を飛躍的に向上させる多機
能車椅子の開発 大分県

株式会社ブンリ 究極の分離フィルターレス　超精密濾過装置　「大和」　の開発 宮崎県

丸武産業株式会社 伝統的な甲冑製造技術を再現した本格派「踊れる・走れる」超軽量甲
冑の開発 鹿児島県

局長賞

株式会社イー・エル・テクノ 有機 EL 照明パネルの高効率生産プロセスの開発 福岡県

株式会社石川鉄工所 管渠スクリーニング検査を超低コストで実施する検査ロボット「も
ぐりんこ」の開発 福岡県

イサハヤ電子株式会社 超小型電気自動車用蓄電池充電器の開発 長崎県

株式会社熊防メタル 硬度、耐食性に優れた高機能アルマイト技術の開発 熊本県

株式会社ｵジックテクノロジーズ 高硬度かつ低応力を実現した精密電鋳技術の開発・実用化 熊本県

株式会社ライトアップ 量産化が困難な青磁を利用したペンダント照明器具「蕾」の開発 熊本県

株式会社サニー・シーリング 特殊フィンガー構造による、1.0㎜幅以下の極細スリット加工の技
術開発 宮崎県

交和電気産業株式会社 大光量照明用途への対応を可能にした LED チップ超大規模集積型
LED 照明の開発 鹿児島県

第６回

内閣総理大臣賞
ＴＯＴＯ株式会社 次世代半導体デバイスを支える｢製造装置用低発塵性部材｣の開発 大分県

有限会社藤井ピアノサービス グランドピアノの音色と機能を持つアップライト型グランフィール
ピアノ 鹿児島県

内閣総理大臣賞
ソニーセミコンダクタ株式会社 「世界初、積層型 CMOS イメージセンサーの開発と量産化」 熊本県

株式会社ｵカモト商店 海外進出を実現した、洗濯や摩擦で色移りしない高品質の久留米絣
製品 福岡県

特別賞 株式会社安川電機 究極の小型・高効率を実現した世界初の ＧaＮ パワーコンディショ
ナの開発 福岡県

優秀賞
株式会社筑水キャニコム “ 作業効率 24 倍 ” を達成 “ 業界初四輪駆動式 ” 乗用草刈機「まさお」

の開発 福岡県

株式会社昭和テックス 簡便・低価格・高精度な打音検査装置の開発 福岡県

局長賞

日建エンジニアリング株式会社 肉厚パイプの極小 R 曲げ加工と３次元曲げ加工技術の開発 福岡県

龍宮株式会社 日本で初めて「脱脂綿」を使いエコテックス認証を受けた健康寝具
「パシーマ®」 福岡県

株式会社ブライテック 世界で初めて、回転中のモータ固定子の磁気特性分布の可視化を実現 大分県

第一施設工業株式会社 低価格でスピード 3 倍を誇る画期的な垂直搬送機『スパイラルリフ
ター』の開発 福岡県

株式会社九州電化 国内最高峰、重粒子線ガン治療装置の普及を可能とした表面処理技
術 福岡県

株式会社ナノクス 超微細気泡を生成する構造により世界最高の高密度数を実現した装
置の開発 福岡県

エビスマリン株式会社 無翼扇型送風機「ホールエアストリーマ（HAST）」 長崎県

タカハ機工株式会社 ソレノイド発明品コンテスト「ソレコン」等でものづくりの楽しさを
若い世代に発信 福岡県
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第 7回ものづくり日本大賞九州地区表彰式
（平成30年 2 月15日　ハイアットリージェンシー福岡）
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全体
受賞者のほとんどが受賞効果の高さを実感。ベスト
３「従業員の意欲向上」の 92.5% を筆頭に、「マス
コミからの取材が増加」「企業信用力の向上」と高
い割合で続いています。

中小企業
中小企業受賞者の約 6割が売上高増加等の業績向上
に結びついたと回答。企業信用力の向上にいたって
は 8割以上、求人、採用面でのメリットも 5割近く
と結果が出ています。

受賞者の声（ものづくり大賞ホームページより）

パブリシティ効果
　　　　⃝ 取材件数が増加。メディア関係での報道により信用度がアップし、また講演も増え

るなど認知度も向上した（第３回受賞者）
　　　　⃝ マスコミの取材を通して本製品・技術の認知度が広がり、ユーザーからの引き合い

が増えた（第４回受賞者）

業績効果／営業効果／信用力効果
　　　　⃝ ユーザーへの技術力のアピール、顧客開拓のプレゼンテーションに大きく寄与して

いる（第５回受賞者）
　　　　⃝ 新分野への参入にあたり、本賞受賞もありスムーズな協力関係を構築できた（第４

回受賞者）
　　　　⃝ 顧客の信頼性向上につながった。政府（国）が表彰するという重みがある（第４回

受賞者）

求人・採用面での効果　
　　　　⃝就職希望者が増加。知名度が格段に向上するきっかけとなった（第２回受賞者）
　　　　⃝ 学生の就職に関する問い合わせも増え、若手入社につながっている。志望理由とし

て本賞を挙げる学生が増えた（第４回受賞者）

受賞効果
社内外に大きな反響、高い効果
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ものづくり日本大賞とは

　ものづくり日本大賞は、日本の産業・文化の発展を支え、豊かな国民生活の形成に大きく貢献してきたものづく
りを着実に継承し、さらに発展させていくため、製造・生産現場の中核を担っている中堅人材や、伝統的・文化的
な「技」を支えてきた熟練人材、今後を担う若年人材など、ものづくりの第一線で活躍する各世代のうち、特に優
秀と認められる方々を顕彰する制度です。
　特に、昨今我が国製造業が直面している様々な事業環境の変化に柔軟に対応し、新たな付加価値を提供する人材
にスポットライトを当て、広く発信していくことを目的としています。それによって、ものづくりに携わる全ての
方々の意欲向上、ひいては我が国製造業が今後も力強く成長していくための原動力となることを期待するものです。

（１）産業・社会を支えるものづくり

（２）ものづくりの将来を担う高度な技術・技能

部門 部門概要

製造・生産プロセス部門 製造・生産工程における画期的なシステムや手法の開発・導入によって、生産の抜
本的効率化など、生産革命を実現させた個人又はグループを表彰。

製品・技術開発部門 高度な技術的課題を克服し、優れて画期的な製品若しくは部品や素材等の開発・実
用化を実現させた個人又はグループを表彰

伝統技術の応用部門
地域に根ざした文化的な技術や、熟練人材により受け継がれてきた伝統的な技術の
工夫や応用によって、革新的・独創的な製品若しくは部品や素材、生産プロセス等
の開発・実用化を実現させた個人又はグループを表彰

「ものづくり＋（プラス）
企業」部門

製造した「もの」を活用してサービス・ソリューションへと展開を図り、新たなビ
ジネスモデルによる新たな付加価値を作った個人又はグループを表彰

評価項目 評価内容（例）

a．革新性
新規性、独創性
克服技術の難易度、ボトルネック解消の困難性
性能、品質面の優位性・信頼性
効率性、生産性、合理性、能率向上への寄与

b．波及効果
経営貢献度（売上・収益、コスト削減）
市場シェア、他事業への転用・応用・将来性
新規市場への影響、普及可能性
伝統産業・生産地域の活性化、海外展開、地域雇用

c． 社会的課題への対応 社会環境の変化を踏まえた新たな付加価値の創造や戦略的なビジネスモデル等、a．
b．に当てはまらない事項

部門 部門概要

人材育成支援部門
青少年育成支援や第 4 次産業革命に対応したデジタル化対応の人材育成等、幅広く、
日本の将来のものづくり人材育成支援において、その活動が目覚ましいと認められ
る企業、ＮＰＯ等を表彰

評価項目 評価内容（例）

a．革新性 新規性、独創性、類似する取り組みの有無
将来を担う人材がものづくりに対して興味を抱くような創意工夫

b．波及効果 自社に留まらず社会・地域で幅広く活躍する人材育成支援
取り組みの継続性、内容や参加人数の拡大可能性

c． 社会的課題への対応 社会環境の変化を踏まえた新たな人材育成モデルの提示や戦略的な技術伝承等、a．
b．に当てはまらない事項

※経済産業省部分のみ抜粋
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