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新日本有限責任監査法人が実施する起業家表彰制度「アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー・ジャパ

ン」（Entrepreneur Of The Year Japan、以下 EOY Japan）の 2012年度東北地区代表を発表す

るアワードレセプションを 8月 22日（水）に開催します。 

 

EOY Japan は、新日本有限責任監査法人が日本の起業家を国際的なステージに輩出する唯一

の起業家表彰制度としてスタートしたプログラムです。 

今年で 11 回目となる東北地区大会アワードレセプションでは、今年度を代表する東北地区の優れ

た起業家 4名を選出し、ファイナリストとして表彰するとともに、その中からグランプリ起業家 1名を発

表します。 

過去には、2009年度の東北地区大会でグランプリを受賞した庄司秀樹氏（東洋システム株式会社

（福島県）代表取締役）が日本代表に選出され、世界ナンバーワン起業家を選ぶ世界大会（World 

EOY モナコ公国で開催）に参加しました。 
 

＜2012年度 ファイナリスト＞ 

 

服部國彦 大青工業株式会社（青森県青森市） 取締役社長 （冷蔵・冷凍設備製造） 

田面木哲也 株式会社ニュートン（岩手県八幡平市） 代表取締役社長 （精密プラスチック製造） 

木村一義 株式会社シェルター（山形県山形市） 代表取締役 （大規模木造建設） 

佐藤廣志 エヌ・デーソフトウェア株式会社（山形県南陽市） 代表取締役社長 （介護関連ソフトウェア） 

 

また当日は、2011年度東北地区大会グランプリ受賞者、佐藤正樹氏（佐藤繊維株式会社（山形県）

代表取締役）を迎え、「成熟した時代の中、地方企業に求められているものとは」と題した基調講演を

予定しております。 

是非ご出席・ご取材いただきたく、ご多用中とは存じますがご来臨賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 

― 記 ― 

日 時 ： 2012年 8月 22日（水） 15:00～18:30 

会 場 ： ホテルモントレ仙台 3Ｆ 翠鳴館 

式 次 第 ： 第 1部 15：00～ 基調講演 佐藤正樹氏 

 第 2部 16：30～ ファイナリスト表彰／グランプリ発表 

 第 3部 17：30～ 懇親会 

主 催 ： アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー東北地区大会実行委員会  

後 援 ： 東北経済産業局 、中小企業基盤整備機構東北本部、社団法人東北経済連合会・
東経連ビジネスセンター、社団法人東北ニュービジネス協議会、公益財団法人東北
活性化研究センター 

以上 

     

今年度の東北を代表する起業家が一堂に集結 

EOY 2012 Japan第 11回東北地区大会 
アワードレセプションのご案内 

～4名のファイナリストの中からグランプリを決定～ 
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プログラム 

 

第

一

部 

15:00  開会の辞 
主催者挨拶  

東北地区大会実行委員長 公認会計士 尾形克彦  

15:05  来賓挨拶  東北経済産業局 地域経済部長 滝本浩治  

15:10  
アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー2012 

ジャパンについて  
 

15:20  

基調講演 

「成熟した時代の中、地方企業に求められ

ているものとは」  

佐藤繊維株式会社 佐藤正樹  

（EOY 2011 Japan東北地区大会グランプリ ） 

第

二

部 
16:30  

EOY 2012 Japan 東北地区大会授賞式  

受賞者の表彰式及びグランプリの発表               

講評  

東北地区大会審査委員長 

公益財団法人仙台応用情報学研究振興財団  

理事長 野口正一  

 

第

三

部 
17:30  

懇親会   

EOY 2012 Japan東北地区大会   

実行委員会メンバー紹介 

挨拶  

東北地区大会審査委員 

東北イノベーションキャピタル株式会社 

取締役 高橋四郎  

乾杯 

  東北地区大会審査委員 

  経営デザイン研究所 代表 川村志厚  

18:30 閉会の辞                  
新日本有限責任監査法人 EOY担当  

常務理事 渡邉秀俊  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≪EOY 2012 Japan東北地区大会に関するお問い合わせ≫ 

アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー東北地区大会実行委員会事務局  

新日本有限責任監査法人内 担当：石黒 

TEL: 022-262-0325   FAX: 022-264-9480 

 

《「EOY Japan」に関するお問い合わせ》 

新日本有限責任監査法人アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー運営事務局 

 TEL：03-3503-1004   FAX：03-3503-1532  

http://www.shinnihon.or.jp/eoy 

 

 

会場案内図

ホテルモントレ仙台

〒 980-0021 仙台市青葉区中央4-1-8

Tel: 022 265 7110（代表） Fax: 022 265 5255

アクセス

JR 「仙台駅」西口より 徒歩3分

地下鉄 「仙台駅」南2番出口より 徒歩1分ホテルモントレ
仙台

http://www.shinnihon.or.jp/eoy
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【アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー（EOY）とは】 

アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー（Entrepreneur Of The Year、以下 EOY）とは、活躍する起業家

の姿をロールモデルとして紹介し、後に続くアントレプレナーの輩出を支援するため、1986年にアー

ンスト・アンド・ヤングによって創設された起業家表彰制度です。現在、世界約 50カ国で実施されてい

ます。 

日本においては、EOY Japan として、日本のアントレプレナーを国際的なステージに輩出する唯一

の起業家表彰制度として、2001年より実施しており、本年で 12年目を迎えます。 

EOY Japanは、アントレプレナーシップのロールモデル選出に取り組むとともに、本プログラムを通

じ、世界に進出する起業家の支援、起業家コミュニティの形成など、次代を担う起業家のサポートを推

進しています。 

「EOY 2012 Japan」の実施概要は、次のＵＲＬをご参照ください。www.shinnihon.or.jp/eoy 

 

主な EOY Japan 日本代表  

► 2011年 山村  章氏 株式会社フェローテック 

► 2010年   田中  仁氏  株式会社ジェイアイエヌ 

► 2009年   庄司秀樹氏  東洋システム株式会社 （福島県/2009年度日本代表） 

► 2008年   石橋博良氏  株式会社ウェザーニューズ 

► 2007年   隣  良郎氏  株式会社エヌ・ピー・シー 

► 2006年    鈴木清幸氏 株式会社アドバンスト・メディア 

► 2005年  杉本哲哉氏  株式会社マクロミル 

► 2004年    坂本  孝氏 ブックオフコーポレーション株式会社 

► 2003年   石川光久氏  株式会社プロダクション・アイジー 

► 2001年  飯塚哲哉氏  ザインエレクトロニクス株式会社 

 

主な World EOY受賞者  

► 2012年 ジェームズ・ムワンギ氏 （エクイティ銀行/ケニア） 

► 2011年 オリビア・ラム氏 （ハイフラックス/シンガポール） 

► 2010年   マイケル・スペンサー氏 （ＩＣＡP/英国） 

► 2009年   ツァオ・ダーワン氏 （フーヤオガラス/中国） 

► 2008年   ジャン・ポール・クローゼル氏 （アクテリオン ファーマシューティカルズ/スイス） 

► 2007年   ギー・ラリベーテ氏  （シルク・ドゥ・ソレイユ/カナダ） 

   

主な海外での EOY受賞者  

► サーゲイ・ブリン氏／ラリー・ペイジ氏 （グーグル） 

► マイケル・デル氏  （デルコンピューター） 

► ハワード・シュルツ氏  （スターバックス・コーヒー）  

► スコット・マク二―リ氏  （サン・マイクロシステムズ） 

以上 

ご 参 考 

http://www.shinnihon.or.jp/eoy

