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決定︕神奈川県知事賞はジェネクスト株式会社
（速報）
かながわビジネスオーディション（KBA)2021

本日、かながわビジネスオーディション（KBA）2021の各賞が決定しました。
〇神奈川県知事賞 ジェネクスト株式会社
「スマホで交通違反を自動検知！『AI-Contact』で事故のない社会へ」

ジェネクスト株式会社は社用車の運転情報と道路関連ビッグデータからAIにて交通違反運転を可視化する企
業向けの事故削減サービスを提供し、事故のない社会の実現を目指していることから選考されました。

〇イノベーション大賞 株式会社ポル・メド・テック
「ブタの”揺り籠”でヒトの臓器を育てる（異種移植用臓器の生産）」

株式会社ポル・メド・テックは、ヒトの臓器をブタの体内で作り出す画期的な事業を行っており、臓器移植が必要
な患者さんに大きな希望を与え、社会に変化をもたらす可能性を秘めたものとして選考されました。

〇特別賞 株式会社バネックス/株式会社トーコン
「集合避難所で活用される「パーティション、ベッド」を開発・提供する新事業」

集合避難場所で活用するパーティション、ベッドは、防災意識の高まりを背景とした時代のニーズにこたえるも
のであり、新型コロナウイルス感染症の拡大状況下での集合避難所でも使用が可能である優れた製品であるこ
とから、選考されました。

〇特別賞 Studio Tada
「デジタルな体験やコミュニケーションに触覚を取り入れるためのウエラブルデバイス」

デジタル体験とデジタルコミュニケーションに触覚を取り入れるというウエラブルデバイスであり、遠く離れた場所で
も、触覚によるコミュニケーションが可能になります。技術的に新規性が高く、コロナ禍において非接触で触れ合う
ことのできる時代に即したプランであると同時に、新たな市場を作り出す可能性を秘めていることから選考されまし
た。
本年は、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、最終審査会を初めてオンライン配信。二次審査をオンラ
インで実施したのも初めてでした。また新しい生活様式や新しい価値観が生まれるなど、変革が求められる経済
環境下にあって、創意工夫により新しい取り組みを行う中小企業や起業家からの応募も多く、特に新型コロナウイ
ルス感染症対策やシニア・女性ならではの観点がある時代のニーズにこたえるものを表彰するため、「特別賞」を新
設いたしました。本日の最終審査会では、103件の社会課題の解決を図るサービスやIT技術を活用した製品の
開発などの応募ビジネスプランから選考された10件のファイナリストが発表を行いました。
（受賞者一覧は別紙１）

開催概要
■開催日時
■会場

2021 年 2 月３日（水）13 時 10 分～16 時 15 分
パシフィコ横浜 アネックスホール（横浜市西区みなとみらい 1-1-1）
一般観客はオンライン配信により参加
■視聴者数
178 名
■公式サイト https://www.b-audition.jp/
■ファイナリスト 10 プラン
■主催
かながわビジネスオーディション実行委員会
【構成団体：神奈川県、神奈川県信用保証協会、地方独立行政法人神奈川県立産業
技術総合研究所、公益財団法人神奈川産業振興センター、一般社団法人神奈川ニュービ
ジネス協議会、株式会社ケイエスピー、株式会社日本政策金融公庫 横浜支店、一般財団
法人日本起業家協会（順不同）】

これまでの選考経過
8 月 27 日

キックオフセミナー
神奈川県よろず支援拠点 チーフコーディネーター 森 智亮 氏
サーフ・エンジニアリング株式会社 代表取締役 根本 秀幸 氏
「【ビジネスコンテスト活用術】有名になってブランドを育てる方法～アフターコロナを見据えて
～」の開催
9 月 1 日～30 日 ビジネスプラン応募期間【応募件数︓103 プラン】
10 月 26 日
１次審査結果発表
11 月 17、19 日 ２次審査会(プレゼンテーション)の開催【発表件数︓22 プラン】
（オンライン）
12 月 18 日
２次審査結果発表
2月3日
最終審査会(ビジネスプランの発表と表彰)の開催【発表件数︓10 プラン】
（オンライン）

【お問合わせ先】
かながわビジネスオーディション実行委員会事務局 担当：石塚
（公益財団法人神奈川産業振興センター事業部経営支援課内）
TEL:045-633-5203 ／ E-mail:b-audition@kipc.or.jp ／
URL：https://www.b-audition.jp/

（別紙１）※ファイナリスト 10 プラン
○実行委員会による賞〇
表彰名
神奈川県知事賞
イノベーション大賞
特別賞
特別賞

上：ビジネスプラン名
下：企業名
スマホで交通違反を自動検知！「AI-Contact」で事故のない社会へ
ジェネクスト株式会社
ブタの”揺り籠”でヒトの臓器を育てる（異種移植用臓器の生産）
株式会社ポル・メド・テック
集合避難所で活用される「パーティション、ベッド」を開発・提供する新事業
株式会社バネックス/株式会社トーコン
デジタルな体験やコミュニケーションに触覚を取り入れるためのウエラブルデバイス
Studio Tada（重複）

〇実行委員会構成団体賞〇
表彰名
KISTEC賞
神奈川県信用保証協会賞
神奈川産業振興センター賞
神奈川ニュービジネス協議会賞
KSP賞
JEA賞

上：ビジネスプラン名
下：企業名
少量のデータをもとに異常をほぼ100％検知する検査・検品AIの提供
株式会社アダコテック（重複）
StA2BLEによる立位年齢®測定で転倒のない社会をめざす
合同会社UNTRACKED
金属加工クーラントに革命を。ドライアイスパウダー冷却装置DIPS
株式会社日本マシンサービス
オンラインとIoT機器を利用した寄り添い型の人工透析予防事業
株式会社ORANGE kitchen（重複）
デジタルな体験やコミュニケーションに触覚を取り入れるためのウエラブルデバイス
Studio Tada（重複）
店舗で規格外の花を選べる定額制サービス「花パスポート」で、日常に笑顔を咲かせる

株式会社hanane（重複）

〇専門機関団体賞〇
上：ビジネスプラン名
下：企業名

表彰名
神奈川県中小企業診断協会賞
日本技術士会神奈川県支部賞
MINERVA賞
神奈川県情報サービス産業協
会賞
きらぼし銀行賞

店舗で規格外の花を選べる定額制サービス「花パスポート」で、日常に笑顔を咲かせる

株式会社hanane（重複）
少量のデータをもとに異常をほぼ100％検知する検査・検品AIの提供
株式会社アダコテック（重複）
少量のデータをもとに異常をほぼ100％検知する検査・検品AIの提供
株式会社アダコテック（重複）
オンラインとIoT機器を利用した寄り添い型の人工透析予防事業
株式会社ORANGE kitchen（重複）
デジタルな体験やコミュニケーションに触覚を取り入れるためのウエラブルデバイス

Studio Tada（重複）

○入賞
表彰名
入賞

上：ビジネスプラン名
下：企業名
社会貢献型フードシェアリングプラットフォーム「KURADASHI」
株式会社クラダシ

（別紙２）
かながわビジネスオーディション 2021 授賞一覧
○実行委員会
名称
神奈川県知事賞

表彰対象
神奈川の社会・経済に貢献し、ビジネスモデルとしての完
成度が高く、将来の成長が期待されるなど、神奈川発ニ
ュービジネスとして総合的に評価が最も高いもの

イノベーション大賞

革新性があり、社会貢献が高く、社会に変化をもたらす
可能性を秘めたもの

特別賞

特に新型コロナウイルス感染症対策やシニア・女性ならで
はの観点がある時代のニーズにこたえるもの

○実行委員会構成団体による団体賞
名称［実行委員会構成団体名］

表彰対象

KISTEC 賞［地方独立行政法人神奈川県立産 イノベーションを創出し、県内産業と科学技術に対し貢
業技術総合研究所］

献が期待できるもの

神奈川県信用保証協会賞

優れたビジネスモデルであり、地域経済の活性化への貢

［神奈川県信用保証協会］

献が期待できるもの

神奈川産業振興センター賞

県内産業の振興に貢献し、他の企業のモデルになるも

［公益財団法人神奈川産業振興センター］

の

神奈川ニュービジネス協議会賞

時代のニーズにこたえた新しいもの

［一般社団法人神奈川ニュービジネス協議会］
KSP 賞

IT、エレクトロニクス、バイオ関連分野などのハイテク系で

［株式会社ケイエスピー］

将来性のあるもの

JEA 賞

サービス業で市場性のある魅力的なもの、または学生に

［一般財団法人日本起業家協会］

よるもの

○専門機関等による団体賞
名称［協賛機関等］
神奈川県中小企業診断協会賞

表彰対象
ビジネスモデルが優れていて実現可能性が高いもの

［一般社団法人神奈川 県中小企業診断協
会］
日本技術士会神奈川県支部賞

特に技術的に優れていると思われるもの

［公益社団法人日本技 術士会神奈川県支
部］
ＭＩＮＥＲＶＡ賞［特定非営利活動法人ベン 革新的なテクノロジーとサイエンスを有し、成長の見込め
チャー支援機構 ＭＩＮＥＲＶＡ］

る魅力的なもの

神奈川県情報サービス産業協会賞

IT の積極的な活用で、新たなビジネスモデルづくりにチャ

［一般社団法人神奈川県情報サービス産業協 レンジしているもの
会］
きらぼし銀行賞

新規事業・新分野進出への意欲に溢れ、優れたビジネ
スアイデアや将来性を有するプラン

（別紙３）
■ファイナリスト（登壇順）
法人名・個人名
株式会社バネックス/
株式会社トーコン

合同会社 UNTRACKED
株式会社 hanane
株式会社日本マシンサービス
株式会社アダコテック

ビジネスプラン名
集合避難所で活用される「パーティション、ベッド」を開発・提供する新事業
StA2BLE による立位年齢®測定で転倒のない社会をめざす
店舗で規格外の花を選べる定額制サービス「花パスポート」で、日常に笑顔
を咲かせる
金属加工クーラントに革命を。ドライアイスパウダー冷却装置 DIPS
少量のデータをもとに異常をほぼ 100％検知する検査・検品 AI の提供

株式会社 ORANGE kitchen

オンラインと IoT 機器を利用した寄り添い型の人工透析予防事業

株式会社ポル・メド・テック

ブタの”揺り籠”でヒトの臓器を育てる（異種移植用臓器の生産）

ジェネクスト株式会社
株式会社クラダシ
Studio Tada

スマホで交通違反を自動検知︕「AI-Contact」で事故のない社会へ
社会貢献型フードシェアリングプラットフォーム「KURADASHI」
デジタルな体験やコミュニケーションに触覚を取り入れるためのウエラブルデバ

