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（別紙） 

第９回ものづくり日本大賞 受賞者一覧（経済産業省関係）（九州） 

 

１．優秀賞（４件２６名） 

製品・技術開発部門 

案件名 受賞者 所属企業等 

スマートバス停による顧客及びパートナーと

の価値共創で持続可能な社会づくり 

工藤 行雄 株式会社 YE DIGITAL 

筒井 瑞希 株式会社 YE DIGITAL 

野依 元彦 株式会社 YE DIGITAL 

川上 布裕子 株式会社 YE DIGITAL 

植山 崇 株式会社 YE DIGITAL 

中川 享 株式会社 YE DIGITAL 

堤 徹平 株式会社 YE DIGITAL 

糖鎖ナノテクノロジーによるウイルス性疾患

の高感度で偽陽性のない高精度検査法の

開発 

隅田 泰生  株式会社スディックスバイオテック 

隅田 純史  株式会社スディックスバイオテック  

隅田 早百合  株式会社スディックスバイオテック  

有馬 えり子  株式会社スディックスバイオテック  

澤山 颯  株式会社スディックスバイオテック  

東 智子  株式会社スディックスバイオテック  

強化プラスチックの品質と生産性向上に貢

献する新規耐久材料の開発 

黒木 史哉  日本タングステン株式会社 基山工場 

皆川 泰範  日本タングステン株式会社 基山工場 

上野 修司  日本タングステン株式会社 基山工場 

渡邉 景太  日本タングステン株式会社 基山工場 

真島 克弥  日本タングステン株式会社 基山工場 

田中 敬章  日本タングステン株式会社 基山工場 

養殖業界に革新をもたらす、AIを活用した世

界初の樹脂製亀甲網の開発 

深堀 一夫 粕谷製網株式会社 

木下 純一 粕谷製網株式会社 

小林 透 国立大学法人 長崎大学 

今井 哲郎 公立大学法人 広島市立大学 

瀧内 直祐 長崎県工業技術センター 

福田 洋平 長崎県工業技術センター 

市瀨 英明 長崎県工業技術センター 
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２．九州経済産業局長賞（１０件 ４７名） 

（１）製造・生産プロセス部門 

案件名 受賞者 所属企業等 

打ち抜き方式活用で生産効率向上

を可能とした鶏のボンジリ自動脱骨・

カット機の開発 

益留 福一 マトヤ技研工業株式会社 

矢野 勇二郎 
マトヤ技研工業株式会社 

宇宙を翔けるものづくり全方位技術

のソリューション提供 

西嶋 真由企 ニシジマ精機株式会社 

薬師寺 進也 ニシジマ精機株式会社 

渡辺 俊基 ニシジマ精機株式会社 

長瀬 尚偉 ニシジマ精機株式会社 
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（２）製品・技術開発部門 

案件名 受賞者 所属企業等 

日本で初めて造林作業の機械化に

成功した林業機械「山もっとモット」

の開発 

包行 良光 株式会社筑水キャニコム 

西村 峰利 株式会社筑水キャニコム 

中村 公徳 株式会社筑水キャニコム 

米内 龍哉 株式会社筑水キャニコム 

酒井 志有斗 株式会社筑水キャニコム 

岸本 聖也 株式会社筑水キャニコム 

食品廃棄物である卵殻をアップサイ

クルするシステムの構築及び関連製

品の市場展開 

下 浩史 株式会社グリーンテクノ 21 

江頭 順也 株式会社グリーンテクノ 21 

松下 大伸 株式会社グリーンテクノ 21 

白川 貴博 株式会社グリーンテクノ 21 

白水 亮真 株式会社グリーンテクノ 21 

柘植 圭介 佐賀県工業技術センター 

独自の発想と技術で、車のアクセル

とブレーキの踏み間違い事故を無く

す製品の開発 

鳴瀬 益幸 ナルセ機材有限会社 

ステンレス等の高品質製品組立を実

現する瞬間的リングプロジェクション

溶接技術の開発 

森木 信一 株式会社清水製作所宮崎 

北原 実 株式会社清水製作所宮崎 

堀江 知義 株式会社インサイト 

二保 知也 国立大学法人九州工業大学 

高橋 明宏 
独立行政法人国立高等専門学校機構 都城工

業高等専門学校 

山元 直行 
独立行政法人国立高等専門学校機構 都城工

業高等専門学校 

ハードウェアとソフトウェアを融合さ

せた『新しい ICT 地盤改良機の開

発』 

平川 真吾 株式会社ワイビーエム 

奈須 徹夫 株式会社ワイビーエム 

髙岡 千宗 株式会社ワイビーエム 

林 弘行 株式会社ワイビーエム 

落合 幸治 株式会社ワイビーエム 

居石 良 株式会社ワイシステムサポート 

橋口 礎 株式会社ワイシステムサポート 
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案件名 受賞者 所属企業等 

100 年の歴史を支える職人の高度な

技術が結集した「木製防火扉」の開

発 

大隈 晴明 株式会社オークマ 

大隈 賢一郎 株式会社オークマ 

大隈 崇史 株式会社オークマ 

池田 弘二 株式会社オークマ 

井上 真一郎 株式会社オークマ 

森 丈弥 株式会社オークマ 

濱田 二郎 株式会社オークマ 

ギヤスカイビング加工方法を利用し

た大型歯車加工機械の開発 

三好 宏明 株式会社唐津プレシジョン 

江下 一敏 株式会社唐津プレシジョン 

池野 一広 株式会社唐津プレシジョン 

脇山 幸彦 株式会社唐津プレシジョン 

石田 貴大 株式会社唐津プレシジョン 

坂口 和久 株式会社唐津プレシジョン 

PTFE メッシュ膜材と ETFE フィルムを

複合化した高透光性建築膜材料

EF-200 

田村 成教 中興化成工業株式会社 

山口 雄斗 中興化成工業株式会社 

 

 

（合計 １４件 ７３名）                       （以 上） 


