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 新日本有限責任監査法人（所在地：東京都千代田区、理

事長：加藤義孝）は、11 月 29 日に開催した起業家表彰制

度「EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー・ジャパン（EY 

Entrepreneur Of The Year Japan）」のアワード・レセプシ

ョンにおいて、2013 年度日本代表をはじめとする各賞の

受賞者の発表を行いました。この結果、2013 年度日本代

表は、株式会社クロスカンパニー（岡山県岡山市）の石川

康晴氏となりましたので、お知らせいたします。 

 

EY Entrepreneur Of The Year Japan は、日本の起業家を国際的なステージに輩出する唯一の

起業家表彰制度で、本年で 13 年目を迎えます。表彰カテゴリーは計 3 部門で、それぞれの大賞

などを受賞した計 6 人の中から日本代表が選出されました。 

 

レセプションではまず、「アクセラレーティング部門」と「チャレンジング・スピリット部門」のセミファイ

ナリストが表彰されました。その後、各部門の大賞等の表彰式などに続き、日本代表の発表・表

彰が行われました。最後は、審査委員長の椎名武雄氏が総評コメントを述べ、式を締めくくりまし

た。 

 

選考は各界有識者により、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

づき実施されました。石川氏は、来年 6 月に開催される世界大会「EY ワールド・アントレプレナ

ー・オブ・ザ・イヤー（EY World Entrepreneur Of The Year）」に臨みます。 

 

＜EY Entrepreneur Of The Year 2013 Japan 日本代表 石川氏のコメント＞ 

このような賞を頂くことかでき、光栄です。これから日本のファッション業界を背

負って行きたいと改めて感じました。2011 年、中国に現地法人を作った際、「日

本人が勝つためには現地に住むしかない」との思いから、現地でマンションを借

り、2 年間陣頭指揮を執りました。戦地に行った気持ちで大変な思いをしました。

これから 10 年かけて世界一になり、売上高 2 兆円を目指して頑張っていきま

す。 

NEWS RELEASE 

 EY Entrepreneur Of The Year 2013 Japan 
日本代表はクロスカンパニー石川康晴氏に決定 



 

 

＜審査委員長 椎名武雄氏による総評＞ 

審査委員長として、毎年、非常にフレッシュさを感じます。今回エントリーされた方々を見て、日本

の未来は心配することがないだろうと思いました。共通していたのは、若いころから「事業をやる！」

という強い起業家精神を持っている人が多かったこと。また、ネバーギブアップの精神があること。

中には、大変な危機を乗り越え続けた方もいらっしゃいました。色々な苦労話を聞き、希望をもらう

ことができました。起業家は、明日の日本を支えてくれる存在。心から御礼を申し上げたいです。 

 

EY Entrepreneur Of The Year 2013 Japan 最終結果 

 

＜EY Entrepreneur Of The Year 2013 Japan 日本代表＞ 

石川康晴氏 株式会社クロスカンパニー代表取締役社長 

 

＜ナショナル・アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー部門＞ 

■ファイナリスト 

石川 康晴氏／株式会社クロスカンパニー代表取締役社長 

谷口 義晴氏／日本セラミック株式会社代表取締役社長 兼 会長 

藤尾 益雄氏／株式会社神明代表取締役社長 

水野 泰三氏／株式会社アルペン代表取締役社長 

 

＜アクセラレーティング部門＞ 

■大賞 

星野 佳路氏 株式会社星野リゾート 代表取締役社長  

【コメント】 

日本の観光産業のために何ができるかを追求してきました。日本の観光全体に

とって、まさに今がアクセラレーティングしなくてはならない時期にさしかかって

います。残りのキャリア全てをかけて頑張っていくと同時に、今回頂いた「アクセ

ラレーティング」という言葉を今後の自身のキーワードにしていこうと思います。 

■ファイナリスト 

池田 元英氏／株式会社エナリス代表取締役社長 

武永 修一氏／株式会社オークファン代表取締役 

星野 佳路氏／株式会社星野リゾート代表取締役社長 

吉松 徹郎氏／株式会社アイスタイル代表取締役社長 

渡邉 幸義氏／株式会社アイエスエフネット代表取締役 

 

 

 



 

 

＜チャレンジング・スピリット部門＞ 

■大賞 

平尾 丈氏 株式会社じげん 代表取締役社長 

【コメント】 

昨年度、この賞が取りたくてエントリーしましたが書類落ちとなりました。２年前

から書類を出し続けて来たので、今回受賞できたことを本当に皆様に感謝申し

上げます。「次元を超える会社」を目指して、これを契機にもっと大きな舞台を目

指して邁進したいと思います。 

 

■ファイナリスト 

石見 陽氏／メドピア株式会社代表取締役 

及川 智正氏／株式会社農業総合研究所代表取締役 CEO 

菊池 誠晃氏／株式会社リアルワールド代表取締役社長 

平尾 丈氏／株式会社じげん代表取締役社長 

 

＜特別賞＞ 

杉山 仁朗氏／富士特殊紙業株式会社代表取締役社長 

 

＜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 
 

＜審査委員・アドバイザー＞ 

■審査委員長 

椎名 武雄氏 日本アイ・ビー・エム株式会社 名誉相談役 

 

■審査委員 

安達 俊久氏 日本ベンチャーキャピタル協会 会長 

  伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社 代表取締役社長 

 



 

 

飯塚 哲哉氏 EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー 2001 ジャパン 日本代表 

ザインエレクトロニクス株式会社 代表取締役会長 

大橋 正昭氏 愛知製鋼株式会社 顧問 

  トヨタ自動車株式会社 元専務取締役 

金井 一賴氏 日本ベンチャー学会 会長 

大阪商業大学 総合経営学部教授 

佐々木 啓介氏 経済産業省 経済産業政策局 産業資金課長 兼 新規産業室長 

田中 仁氏 EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー 2010 ジャパン 日本代表 

株式会社ジェイアイエヌ 代表取締役社長   

行方 國雄氏 EY ワールド・アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー 2012 審査委員 

TMI 総合法律事務所 パートナー 

   

■アドバイザー 

荒井 寿光氏 東京中小企業投資育成株式会社 相談役 

石黒 不二代氏 EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー 2008 ジャパン ファイナリスト 

ネットイヤーグループ株式会社 代表取締役社長 兼 CEO 

魚谷 雅彦氏 株式会社ブランドヴィジョン 代表取締役社長 

  日本コカ･コーラ株式会社 前取締役会長 

松田 修一氏 元 EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー・ジャパン 審査委員長 

  元 日本ベンチャー学会会長 

早稲田大学 名誉教授 

 

※EY World Entrepreneur Of The Year（世界大会）とは 

EY World Entrepreneur Of The Year は、アントレプレナーの輩出をグローバルに支援するプロ

グラムです。2001 年より、毎年モナコ公国モンテカルロにて開催され、世界各国で代表に選出さ

れた受賞者が参加し、その努力と功績が称えられます。さらに、参加起業家の中から"The best 

of best"として、その年の世界を代表する起業家"EY World Entrepreneur Of The Year"が選

出、表彰されます。 

 
《 EY Entrepreneur Of The Year 2013 Japan に関するお問い合わせ 》 

新日本有限責任監査法人 EY 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 2361 

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

《 報 道 関 係 の お 問 い 合 わ せ 》 

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


 

 

受賞者プロフィール 

氏名 50 音順 

＜2013 年度日本代表＞ 

石川 康晴氏 株式会社クロスカンパニー 代表取締役社長（下記ご参照ください。） 

＜ナショナル・アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー部門＞ 

■ ファイナリスト 

石川 康晴氏 株式会社クロスカンパニー 代表取締役社長 

1994 年創業／岡山県岡山市 

アパレル製造小売業（SPA）として、レディスブランド「earth music&ecology」を中心に計 9 ブラン

ド、国内外に 670 店舗以上（FC 含む)を展開。積極的な出店や新業態開発に取り組んでいる。 

 

谷口 義晴氏 日本セラミック株式会社 代表取締役社長 兼 会長 

1975 年創業／鳥取県鳥取市 

セラミックセンサ、フェライト、モジュール製品などの電子部品並びにその関連製品の開発及び製

造販売を行っている。赤外線センサ、超音波センサともに国内９割、世界６割のシェアを誇る。 

 

藤尾 益雄氏 株式会社神明 代表取締役社長 

1950 年創業／兵庫県神戸市 

米・砂糖・雑穀・小麦粉・その他食料品の卸売並びに加工に関連する事業を展開する。米を通じて

日本の水田文化を守り、おいしさと幸せを創造して、人々の明るい食生活に貢献することを目指し

ている。 

 

水野 泰三氏 株式会社アルペン 代表取締役社長 

1972 年創業／愛知県名古屋市 

国内スポーツ小売業界において売上高 28 年連続ナンバーワン。アルペン、ゴルフ５、スポーツデ

ポの3業態で全国385店舗(2013年9月末現在)を展開。スポーツ用品の自社開発を強みとし、

PB 商品の売上高比率は約３割を占める。 

 

＜アクセラレーティング部門＞ 

■ 大賞 

星野 佳路氏 株式会社星野リゾート 代表取締役社長（下記ご参照ください。） 

■ ファイナリスト 

池田 元英氏 株式会社エナリス 代表取締役社長 

2008 年創業／東京都足立区 

「エネルギー流通情報事業」として、発電から消費に至るまでの電力が流通するプロセスにおいて

エネルギー情報を管理・提供することにより、これまでエネルギーを自由に取引できなかった電力



 

 

ユーザーが最適な電源選択をすることを可能とし、また効率的なエネルギー利用を促進してい

る。 

 

武永 修一氏 株式会社オークファン 代表取締役 

2007 年創業／東京都渋谷区 

ネットオークション、ショッピングの商品および価格情報の比較・検索・分析等が可能な「オークファ

ン(aucfan.com)」の運営を中心としたインターネットメディア事業を営んでいる。 

 

星野 佳路氏 株式会社星野リゾート 代表取締役社長 

1904 年創業／長野県北佐久郡 

現在国内に 32 箇所の施設を運営。破綻したリゾートの再生事業からノウハウを積み重ね、独自

の生産性を向上させる仕組みを確立。現在では運営特化戦略をとり、地方の個性的な魅力を活

かした集客に取り組みながら世界にも通用する日本のホスピタリティの確立を目指して努力を続

けている。 

 

吉松 徹郎氏 株式会社アイスタイル 代表取締役社長 

1999 年創業／東京都港区 

化粧品・美容系総合ポータルサイト@cosme（アットコスメ）の企画・運営。化粧品に関する消費者

の声を化粧品メーカーに届けるとともに、両者の関係を深化させるための新しいマーケティングの

形を提供。 

 

渡邉 幸義氏 株式会社アイエスエフネット 代表取締役 

2000 年創業／東京都港区 

エンジニア派遣サービスおよび障がい者雇用サポートサービスを展開。健常者だけでなく、就労

困難者も含めて社員として雇用し、プロの ICT(情報通信技術)エンジニアに教育して顧客企業に

派遣している。障がい者雇用を生み出せる業務領域を開拓し、雇用創出とサービス提供に努めて

いる。 

  



 

 

＜チャレンジング・スピリット部門＞ 

■ 大賞 

平尾 丈氏 株式会社じげん 代表取締役社長（下記ご参照ください。） 

■ ファイナリスト 

石見 陽氏 メドピア株式会社 代表取締役 

2004 年創業／東京都渋谷区 

医師専用サイト「MedPeer（メドピア）」を運営している。会員数は約 6 万 5000 人(国内医師の 4

人に 1 人が利用)を有し、医薬品の口コミ評価である「薬剤評価掲示板」において現役医師による

25 万件超の評価が投稿されている。 

 

及川 智正氏 株式会社農業総合研究所 代表取締役 CEO 

2007 年創業／和歌山県和歌山市 

生産から販売まで農業をトータルグランドデザインする農産業創造ベンチャー企業。全国の生産

者と提携し、顔が見える新鮮な野菜と果物を「都会の直売所」にて購入することができる、新しい

農産物流通の委託販売プラットフォームシステムを提供している。 

 

菊池 誠晃氏 株式会社リアルワールド 代表取締役社長 

2005 年創業／東京都渋谷区 

800 万人以上が登録するインターネット上のポイントサイトを運営するメディア事業、および働く機

会に恵まれない方々がインターネットを用いて時間や場所に関係なく作業する機会を提供するク

ラウドソーシング事業を営んでいる。 

 

平尾 丈氏 株式会社じげん 代表取締役社長 

2006 年創業／東京都港区 

日本最大級のライフメディアプラットフォームを構築し運営する。求人・住まい・自動車・旅行・結婚

等、生活に関わる幅広い領域において展開している。ライフメディアプラットフォームとは、複数の

インターネットメディアの保持する情報を統合した一括検索・一括応募が可能な WEB サイトであ

る。 

 

＜特別賞＞ 

杉山 仁朗氏 富士特殊紙業株式会社 代表取締役社長 

1950 年創業／愛知県瀬戸市 

食品パッケージの製造販売を行っており、これまで実現不可能とされていた水性インキによるプラ

スチックフィルムへの印刷を可能にすることで、地球環境や労働環境に配慮した製造工程を確立

している。 

以上 


