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報道関係各位 

 

新日本有限責任監査法人は、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）において、2012年度の日本代表候補の起業家

27名を決定しました（次ページ参照）。 

 

EOY Japan は、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で、

今年で 12年目を迎えます。 

今年は、４月から７月にかけて募集を行い、書類選考を実施しました。 

①創造性・革新性、②優位性・成長性、③国際性などの審査基準に基づく選考の結果、ナショナル・

アントレプレナー･オブ･ザ･イヤー部門から 3 名、アクセラレーティング部門から 13 名、チャレンジング・

スピリット部門からは 11名の起業家が、最終選考に臨みます。 

 

＜最終選考までのスケジュール＞ 

10月 25日、11月 2日および 15日に審査委員による面談審査を行い、アクセラレーティング部門お

よびチャレンジング・スピリット部門のファイナリスト等を決定するとともに、世界大会であるワールド・ア

ントレプレナー・オブ・ザ・イヤー（World Entrepreneur Of The Year、以下 World EOY）に臨む日本代表

の起業家 1名を決定します。 

 

 
以上 

起業家表彰制度 “EOY 2012 Japan” 
日本代表候補の起業家を決定 

 

NEWS RELEASE 

＜表彰カテゴリー＞ 

■ナショナル･アントレプレナー･オブ･ザ･イヤー部門 
上場企業及び上場企業に準ずる企業（事業）の起業家で、ビジネスのリーダーとして、さまざまな分野

で活躍されている起業家 

■アクセラレーティング部門 
審査対象となる企業（事業）に最低 2 年以上携わっている起業家で、上場企業及び上場企業に準ず
る規模の企業（事業）の経営に携わっている起業家 

■チャレンジング・スピリット部門 
審査対象となる企業（事業）が、原則として創業（または事業に関与して）から 7 年を経過していない
起業家 
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アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー2012 ジャパン 候補者一覧 （50音順/敬称略） 

 
ナショナル･アントレプレナー･オブ･ザ･イヤー部門  

粟田 貴也 株式会社トリドール 代表取締役社長 

ハリー・A・ヒル 株式会社オークローンマーケティング 代表取締役社長 

細野 昭雄 株式会社アイ・オー・データ機器 代表取締役社長 

アクセラレーティング部門  

岩本 博 株式会社エスクリ 代表取締役 

木村 一義 株式会社シェルター 代表取締役 

佐藤 廣志 エヌ・デーソフトウェア株式会社 代表取締役社長 

真田 哲弥 KLab株式会社 代表取締役社長 

柴野 豪男 サクセスホールディングス株式会社 代表取締役社長 

高島 宏平 オイシックス株式会社 代表取締役社長 

辰野 勇 株式会社モンベル 代表取締役会長兼 CEO 

坪谷 ニュウェル 

郁子 
株式会社東京インターナショナルスクール 代表取締役 

冨田 洋 ジオ・サーチ株式会社 代表取締役社長 

野田 泰義 KTX株式会社 代表取締役社長 

林 高生 株式会社エイチーム 代表取締役社長 

松村 博史 医療法人徳真会グループ 理事長 

米山 久 株式会社エー・ピーカンパニー 代表取締役社長 

チャンレンジング・スピリット部門  

安 英壹 株式会社ワイエスシーインターナショナル 代表取締役社長 

鵜飼 裕司 株式会社フォティーンフォティ技術研究所 代表取締役社長 

小比賀 理延 ADAPTEX株式会社 代表取締役社長 

佐々木 勉 株式会社アイキューブドシステムズ 代表取締役社長 

佐藤 航陽 株式会社メタップス 代表取締役 

丹下 大 株式会社 SHIFT 代表取締役社長 

丹野 博 株式会社キュービクス 代表取締役社長 

寺田 親弘 三三株式会社 代表取締役社長 

西田 竹志 インヴェンティット株式会社 代表取締役 

安田 功 株式会社パイ・アール 代表取締役 

山本 強 地盤ネット株式会社 代表取締役 

 

《 「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・ザー・イヤー運営事務局 
Tel 03-3503-1004   Fax 03-3503-2361   http://www.shinnihon.or.jp/eoy 

新日本有限責任監査法人 広報室  Tel 03-3503-1037  Fax 03-3503-1041 

 

 

http://www.shinnihon.or.jp/eoy
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〈ご参考〉      候補者 プロフィール 
 

＜ナショナル・アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー部門＞ 

■ 粟田 貴也 株式会社トリドール 代表取締役社長 

1990年創業／兵庫県神戸市 

セルフうどん「丸亀製麺」を主力業態とし、焼鳥ファミリーダイニング「とりどーる」、自家製醤油ラ

ーメン「丸醤屋」、焼きそば専門店「長田本庄軒」など、手づくり感やできたて感が特徴の飲食店

を全国に展開している。 

 

■ ハリー・A・ヒル 株式会社オークローンマーケティング 代表取締役社長 

1993年創業／愛知県名古屋市 

「世界中でより豊かなライフスタイルを実現します」をビジョンに掲げ、ショップジャパン、ヒルズコ

レクション、エクサボディの3ブランドを展開。多様なメディアを通じて、世界中の優れた商品を消

費者に提供している。 

 

■ 細野 昭雄 株式会社アイ・オー・データ機器 代表取締役社長 

1976年創業／石川県金沢市 

パソコン周辺機器やデジタル家電関連機器の開発、製造、販売を行う周辺機器業界のリーディン

グカンパニー。高い技術力を生かしたストレージ製品やマルチメディア製品などを通じて、デジタ

ルライフに新たな豊かさを提供している。 

 

＜アクセラレーティング部門＞ 

■ 岩本 博 株式会社エスクリ 代表取締役 

2003年創業／東京都港区 

デザイン性を重視した直営施設で、挙式や披露宴の企画・運営を行うブライダル事業。その他、

宿泊施設の運営を通じた宿泊サービス、および披露宴以外のパーティの運営を行う宴会サービ

スの提供を行っている。 

 

■ 木村 一義 株式会社シェルター 代表取締役 

1974年創業／山形県山形市 

「世界一流の住まいづくり」という創業精神のもと、KES構法で住宅から大規模建築物までのあら

ゆる形状の木造空間を、高い耐震性で提供。阪神淡路大震災、東日本大震災の激震を経ても、

全建造物は無傷であり、高い耐震強度を実証。国産木材の利用拡大、林業振興にも大きく貢献

している。 

 

■ 佐藤 廣志 エヌ・デーソフトウェア株式会社 代表取締役社長 

1979年創業／山形県南陽市 

「人のやらないことを、人のやらない方法で」をモットーに、介護・福祉・医療分野の業務支援ソフ

トウエアの開発・販売などを行う。地域活性化や環境問題および今後の更なる少子高齢化社会

の問題へも注力し、誰もがすこやかに暮らせる社会の実現を目指す。 
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■ 真田 哲弥 KLab株式会社 代表取締役社長 

2000年創業／東京都港区 

スマートフォンの世界市場向けにモバイルオンラインゲームを企画・開発・提供。特にフリーミア

ム型ゲームのパイオニアとして、世界市場で成功するために企画・開発・提供の地域最適化を進

め、国際分業体制を図っている。 

 

■ 柴野 豪男 サクセスホールディングス株式会社 代表取締役社長 

2010年創業／神奈川県藤沢市 

「人から"ありがとう"といわれるサービスを提供する」を理念に掲げ、保育事業を展開。大学、病

院、企業などの事業所内保育施設の受託運営を行い、子どもたちの健やかな成長と地域社会の

発展を支援している。 

 

■ 高島 宏平 オイシックス株式会社 代表取締役社長 

2000年創業／東京都品川区 

インターネットなどを通じた一般消費者への有機野菜、特別栽培農産物、無添加加工食品など安

心安全で付加価値の高い食品・食材の販売を行う。 

 

■ 辰野 勇 株式会社モンベル 代表取締役会長兼CEO 

1975年創業／大阪府大阪市 

"Function is Beauty"をもの作りのコンセプトに、テント、バックパック、寝袋、登山靴、レインウェ

アなど各種アウトドアスポーツ用品の企画・製造・販売を行っている。 

 

■ 坪谷 ニュウェル 郁子 株式会社東京インターナショナルスクール 代表取締役 

1989年創業／東京都港区 

単なる暗記型、文法型メソッドとは異なる、探求力を養う国際バカロレアに準拠した小・中学校教

育を実現。真のグローバル人材を育てるための教育メソッドを提供し、国際的にも非常に高い評

価を得ている。 

 

■ 冨田 洋 ジオ・サーチ株式会社 代表取締役社長 

1988年創業／東京都大田区 

道路陥没の原因となる地中の空洞や、老朽化した橋の内部の劣化箇所および埋設物の位置を、

独自開発したセンサー技術、データ処理、解析技術で、迅速・正確に診断。人の命と生活を守る

ための、インフラの内科医療的な事業を運営。 

 

■ 野田 泰義 KTX株式会社 代表取締役社長 

1965年創業／愛知県江南市 

電鋳技術を幅広く開発。中でもポーラス電鋳は、省エネ性、軽量化、リサイクル、生産性、見栄え

に優れた成形型として広く世界の自動車メーカーに採用されている。何よりの強みは直接ユーザ

ーとの取引をしていることである。 
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■ 林 高生 株式会社エイチーム 代表取締役社長 

1997年創業／愛知県名古屋市 

インターネット・モバイル端末をベースとしたコンシューマー向けサービスを主軸に、ゲーム・デジ

タルコンテンツの「エンターテインメント事業」と、日常生活に密着した比較サイトや情報サイトの

「ライフサポート事業」の企画・開発・運営を行う。 

 

■ 松村 博史 医療法人徳真会グループ 理事長 

1981年創業／新潟県新潟市 

国内最大の歯科医療グループ。クリニック、ワールドラボ（技工センター）、ゼネラルスタッフ（マネ

ジメント）の3セクションがあり、高水準の医療とサービスを提供している。サービスの品質を維持

するため、人材育成にも力を注いでいる。 

 

■ 米山 久 株式会社エー・ピーカンパニー 代表取締役社長 

2001年創業／東京都港区 

外食店舗の運営から川上にさかのぼり、潜在的な競争力をもつ農漁業生産者と直接提携して、

食品の生産から販売までを統合的に手掛ける「生販直結モデル」を展開。第一次産業（農業、漁

業など）の活性化および、高品質低価格な商品とサービスの提供を目指す。 

 

＜チャレンジング・スピリット部門＞ 

■ 安 英壹 株式会社ワイエスシーインターナショナル 代表取締役社長 

2004年創業／東京都新宿区 

「あなたのモバイルライフに驚きと感動を届ける」をコンセプトに、ａｕショップ運営、スマートフォン

を中心としたコンテンツ＆ソリューション事業、プラットフォーム事業を展開。また、ビジネス支援な

どを行うグローバル経営戦略研究所も設立。 

 

■ 鵜飼 裕司 株式会社フォティーンフォティ技術研究所 代表取締役社長 

2007年創業／東京都渋谷区 

広範なセキュリティコア技術とリサーチ能力をバックグラウンドに、IT社会を取り巻くさまざまな脅

威に対し、コンピュータシステムを守るセキュリティソフトウエア製品の開発およびセキュリティサ

ービスを主な事業としている。 

 

■ 小比賀 理延 ADAPTEX株式会社 代表取締役社長 

2005年創業／広島県東広島市 

石油精製や石油化学に代表される装置産業において、革新的な制御技術による省エネソリュー

ションを提供する事業を展開。また物流や生産計画などの最適化システム開発事業なども展開

している。 

 

■ 佐々木 勉 株式会社アイキューブドシステムズ 代表取締役社長 

2001年創業／福岡県福岡市 

iPhone、iPad、Androidなどのスマートデバイス端末の統合的マネジメントプラットフォームである

CLOMOなどの開発・販売およびスマートデバイス向けソリューションサービスの提供。 
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■ 佐藤 航陽 株式会社メタップス 代表取締役 

2007年創業／東京都新宿区 

スマートフォンアプリの開発者のマネタイズを支援するプラットフォームを運営。アプリ開発者と広

告主の双方のメリットを満たす広告ネットワークを構築・提供している。 

 

■ 丹下 大 株式会社ＳＨＩＦＴ 代表取締役社長 

2005年創業／東京都港区 

独自に標準化・仕組化したソフトウエアテストの方法論をベースに、ソフトウエアテストのアウトソ

ーシング、テスト関連教育、テスト専用ツール、クラウドソーステスティングサービスなどを幅広く

提供する。 

 

■ 丹野 博 株式会社キュービクス 代表取締役社長 

2004年創業／石川県金沢市 

金沢大学発医療系ベンチャー企業。人間ドックなどのオプション検査として「血液による消化器が

ん有無判定解析」を昨年8月から受託。「研究から臨床へ」を合言葉に、最先端技術によるがん検

査のリーディングカンパニーを目指している。 

 

■ 寺田 親弘 三三株式会社 代表取締役社長 

2007年創業／東京都千代田区 

「名刺管理から働き方を変え、収益を最大化する」をコンセプトに、法人向けクラウド名刺管理サ

ービス「Link Knowledge(リンクナレッジ)」を展開。2012年2月より個人向け名刺管理アプリ「Eight

（エイト）」を提供開始。 

 

■ 西田 竹志 インヴェンティット株式会社 代表取締役 

2007年創業／東京都千代田区 

マシンやセンサーからの情報を収集・解析して、機器や環境の監視・制御、人の見守りを行うた

めのITシステム(M2M(マシンツーマシン））を構築するための基盤ソフトウエアの開発・販売・構築

支援を行う。また、本ソフトを利用したクラウドサービスM2M Platform as a Serviceの販売および

種々のM2Mシステムの開発・販売。 

 

■ 安田 功 株式会社パイ・アール 代表取締役 

2008年創業／大阪府大阪市 

アプリケーションソフトの企画・開発およびネットワーク通信の運営サービスを展開し、旅客輸送/

貨物、運送会社のIT化をスマートフォンで実現。ドライブレコーダー「レコダ」やアルコールチェッカ

ー「アルキラー」などのシステムを旅客輸送/貨物、運送会社向けに販売、運営サービスを提供し

ている。 

 

■ 山本 強 地盤ネット株式会社 代表取締役 

2008年創業／東京都中央区 

住宅地盤の高度再解析サービスである「地盤セカンドオピニオン」、地盤調査・解析・補償をワン

ストップで行う「地盤安心住宅システム」を提供し、「住生活エージェント」として生活者の不利益を

解消するビジネスを展開している。 

 

            以上 
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Ernst & Young ShinNihon LLC 

アーンスト・アンド・ヤングについて 

アーンスト・アンド・ヤングは、アシュアランス、税務、トランザクションおよびアドバイザリーサービスなどの分野における世

界的なリーダーです。全世界の 16万 7千人の構成員は、共通のバリュー（価値観）に基づいて、品質において徹底した

責任を果たします。私どもは、クライアント、構成員、そして社会の可能性の実現に向けて、プラスの変化をもたらすよう支

援します。 

 

「アーンスト・アンド・ヤング」とは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのメンバーファームで構成されるグロー

バル・ネットワークを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッ

ドは、英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。 詳しくは、ey.com にて紹介しています。 

 

新日本有限責任監査法人について 

新日本有限責任監査法人は、アーンスト・アンド・ヤングのメンバーファームです。全国に拠点を持ち、日本最大級の人員

を擁する監査法人業界のリーダーです。品質を最優先に、監査および保証業務をはじめ、各種財務関連アドバイザリー

サービスなどを提供しています。アーンスト・アンド・ヤングのグローバル・ネットワークを通じて、日本を取り巻く世界経済、

社会における資本市場への信任を確保し、その機能を向上するため、可能性の実現を追求します。詳しくは、

www.shinnihon.or.jp にて紹介しています。 

© 2012 Ernst & Young ShinNihon LLC All Rights Reserved. 
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