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＜ナショナル・アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー部門＞ 

■ 左右田 稔 東建コーポレーション株式会社 代表取締役社長兼会長 

1974年創業／愛知県名古屋市 

創業以来、土地の有効活用及び活性化を目的として、建設会社としてのアパート・賃貸マンション建設の設計・施工のみなら

ず、不動産会社としては竣工後の入居者様の募集、建物オーナー様の賃貸建物経営のサポートを一貫して行うビジネスモ

デルを展開している。 

 

■ 田畑 利彦 ジーライオングループ（株式会社クインオート） 代表（代表取締役） 

1986年創業／兵庫県篠山市 

マルチブランドに展開する輸入車・国産車ディーラー事業と中古車流通の核となる中古車オークション事業を中心として、新

車・中古車の販売において多角的に事業展開する自動車流通グループ。 

 

 

＜アクセラレーティング部門＞ 

■ 青木 信博 株式会社青木商店 代表取締役会長兼社長 

1924年創業／福島県郡山市 

‟フルーツ文化創造企業”を企業理念として掲げ、フルーツを通して、多くの人々にフルーツの「本当の美味しさ」と「健康」をお

届けすることが使命であり、社会貢献と考え、日々邁進している。 

 

■ 石出 和博 ハウジングオペレーションアーキテクツ株式会社 代表取締役社長 

1995年創業／北海道札幌市 

荒廃の一途をたどった北海道のカラマツ人工林の活用をめざし、高温特殊乾燥や新工法を開発し、道を開いた。木材の伐採

から建築に至る全てのネットワークを構築、設計から施工までの一貫した理想の家づくりを全国で実践している。 

 

■ 宇佐美 進典 株式会社VOYAGE GROUP 代表取締役社長兼CEO 

1999年創業／東京都渋谷区 

メディア事業とアドテクノロジー事業を主力事業とし、インターネット領域において様々な事業開発を進める人を軸にした事業

開発会社。各事業において、グローバル分野にも積極的に取り組んでいる 

 

■ 小澤 洋介 株式会社ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 代表取締役社長 

1999年創業／愛知県蒲郡市 

「メーカー型」のバイオベンチャーとして、日本で唯一、再生医療等製品を商用生産できるQMS適合施設を持ち、薬事法の適

用を受ける「再生医療製品事業」と、薬事法の適用を受けない「研究開発支援事業」を展開している。 

 

■ 河南 雅成 株式会社ジーンテクノサイエンス 代表取締役社長 

2001年創業／北海道札幌市 

北海道大学発創薬ベンチャーとして起業された。希少疾患や難治性疾患に対する画期的な新規医薬品を創出すべく、バイ

オ新薬の研究開発を進めている。また、バイオ後続品の開発も手掛け、患者の経済的負担の軽減と医療財政への貢献を目

指す。 

 

■ 櫻井 英治 株式会社エラン 代表取締役社長 



1995年創業／長野県松本市 

「手ぶらで入院・入所」、「手ぶらで退院・退所」が可能となる衣類・タオル類の洗濯サービス付きレンタルと日常生活用品の提

供を組み合わせたサービス（CSセット）を全国展開している。 

 

■ 佐瀬 守男 株式会社ホットランド 代表取締役社長 

1988年創業／東京都中央区 

たこ焼チェーン最大手の「築地銀だこ」をはじめ、「銀のあん」、「COLD STONE CREAMERY」などの事業を展開している。 

「人を想う心」を持った人材を育て上げ、グローバ ルに事業展開できる組織力を徹底的に強化し、日本の良き「共食」文化を

世界に広げている。 

 

■ 佐野 健一 株式会社ビジョン 代表取締役社長 

1995年創業／東京都新宿区 

創業以来、情報通信サービスのディストリビューターとして活動。 

更に、これまでの通信におけるノウハウやニーズ吸収力を活かし、通信事業免許を取得、自社開発のモバイルWi-Fiルータ

ーレンタルサービス「グローバルWiFi®」を展開している。 

 

■ 辻 保彦 辻製油株式会社 代表取締役社長 

1947年創業／三重県松阪市 

食品素材に関わる多角的総合メーカーとして、美と健康に奉仕するため、「人まねはしない、何処もできないことに取り組む」

という独創性重視の企業理念の基、研究開発、商品の開発と製造販売、地域経済の発展に取り組んでいる。 

 

■ 中村 俊郎 中村ブレイス株式会社 代表取締役社長 

1974年創業／島根県大田市 

義手義足、治療用コルセット、人工肛門用装具など一品受注を主とする医療用具の製造販売、適合業務を行っております。

また、メディカルアート研究所を設立し、乳癌術後用人工乳房や、身体のあらゆる部分の欠損や損傷を補正する補正具の研

究・開発も行っている。 

 

■ 中村 紀子 株式会社ポピンズ 代表取締役CEO 

1987年創業／東京都渋谷区 

「働く女性を最高水準の育児と介護サービスで支援する」を理念に、ナニーサービス、保育施設運営（全国140ヶ所*ハワイ1ヶ

所を含む）、高齢者在宅ケアを展開している。 

 

■ 平川 昌紀 株式会社きちり 代表取締役 

1998年創業／大阪府大阪市 

レストラン経営による飲食事業および食を中心に生まれるホスピタリティの提案・提供事業と、外食ビジネスのノウハウをプラ

ットフォームし、常識の枠組みを超えた新たな価値の提供・創造事業を展開している。 

 

■ 本田 謙 株式会社フリークアウト 代表取締役CEO 

2010年創業／東京都港区 

「人に人らしい仕事を」というミッションのもと、インターネット広告におけるリアルタイム広告枠取引を行うDSPならびに顧客の

データ資産管理ツールのDMPを提供するマーケティングテクノロジーカンパニー。 



 

■ 宮沢 文彦 株式会社ボルテックス 代表取締役 

1999年創業／東京都新宿区 

オフィスビルをフロア毎（区分オフィス）に提供する独自のビジネスモデルを展開。独自商品のみならず、ファイナンスアレンジ、

販売後のアフターフォロー、出口戦略実行まで、総合的なサービスを提供している。 

 

■ 山本 正登 株式会社ケミカル山本 代表取締役社長 

1982年創業／広島県広島市 

“ステンレスにより耐食性（つよさ）と輝きを”をモットーに、ステンレスの溶接焼け、さび取りと超強力型不動態化処理用電解

研磨用資材（電源器、電解液等）及びステンレス等実用金属のさび、汚れ取り洗浄剤等の製造、販売。 

 

 

＜チャレンジング・スピリット部門＞ 

■ 磯野 謙 自然電力株式会社 代表取締役社長 

2011年創業／東京都文京区 

再生可能エネルギーに特化した発電・設計・建設・運営の一気通貫モデル。 

 

■ 猪野 栄一 株式会社オプティ 代表取締役 

1986年創業／三重県三重郡 

トラックから排出されている、光化学スモッグや酸性雨、喘息の原因となっている窒素酸化物を無害化する尿素水の製造・販

売を行っている。 

 

■ 森 敬太 サンバイオ株式会社 代表取締役社長 

2013年創業／東京都中央区 

世界初の脳を再生する再生細胞薬事業実現を目指す。 

 

■ 鈴木 堅之 株式会社ＴＥＳＳ 代表取締役 

2008年創業／宮城県仙台市 

東北大学発ベンチャーとして、ニューロモジュレーション技術を東北から世界に向けて発進し続けるプロモーターとしての役

割と、そこから生まれるビジネスモデルを推進するプランナーとしての役割を産官学連携し担っていく。 

 

■ 須田 健太郎 株式会社フリープラス 代表取締役 

2007年創業／大阪市北区 

訪日外国人の受入に特化した旅行会社。アジアを中心に、現在15カ国200社以上の旅行会社と取引があり、今期は67,000人

の外国人観光客の受入を計画している。 

 

■ 髙松 宏幸 株式会社浜松ファーマリサーチ 代表取締役社長 

2005年創業／静岡県浜松市 

新薬開発に伴う薬効薬理試験を主にサルを用いて行っている。 

小動物での試験が大半である業界において、ヒトに近い動物種を用いて病態モデルの開発・作製、そしてイメージング技術

を活用した試験データを、高い信頼性のもと提供している。 



 

■ 田中 俊彦 株式会社アイモバイル 代表取締役 

2007年創業／東京都渋谷区 

国内最大級のアドネットワークを運営。複数の広告主とメディアをオンライン上でマッチさせ一括で広告配信を行うことができ

るシステムとなり、月間８０９億回の広告配信を行っている。アフィリエイト事業、広告代理事業、デジタル版権事業 等、広告

主やメディアが様々な場面で活用できる事業を行っている。 

 

■ 谷口 恒 株式会社ZMP 代表取締役社長 

2001年創業／東京都文京区 

ロボット技術で自動車、物流機械、土木・建築機械、農業機械、医療分野にイノベーションを起こし、様々な社会問題を解決し、

安全で楽しく便利なライフスタイルを創造する総合ロボットソリューション事業。 

 

■ 時津 孝康 株式会社ホープ 代表取締役社長 

2005年創業／福岡県福岡市 

地方公共団体等の自主財源確保を支え、自治体を通じて地域経済を活性化することを理念に、自治体の各種メディアや役

所等庁舎内外の未利用スペースを広告枠として活用することを行政に提案し、その広告枠を企業等に提供するというビジネ

スモデルを展開している。 

 

■ 永井 健一 株式会社グリーンペプタイド 代表取締役社長 

2003年創業／福岡県久留米市 

がんに対する免疫システムを作動させる新規のがん免疫治療薬を開発する久留米大学発の創薬バイオベンチャー。最初の

医薬品候補はライセンス済みで、現在前立腺がんを対象とする国内第Ⅲ相臨床試験を実施中である。 

 

■ 中石 真一路 ユニバーサル・サウンドデザイン株式会社 代表取締役 

2012年創業／東京都港区 

難聴者だけが努力をする機器ではなく「話者側でもできる聴こえの支援方法はないか？」と発想を根本から変えることで、話

す側でも難聴者を支援できる初めてのデバイスとなるCOMUOON（コミューン）を開発。 

 

■ 中村 創一郎 株式会社Looop 代表取締役社長 

2011年創業／東京都文京区 

太陽光発電システムの開発・販売・施工・保守・管理までのサービスをワンストップで提供するほか、自社太陽光発電所によ

る売電事業も手掛けている。風力・地熱・バイオマス等にも力を入れ、自然エネルギーが当たり前に活用される社会を目指

す。 

 

■ 元榮 太一郎 弁護士ドットコム株式会社 代表取締役社長兼CEO 

2005年創業／東京都港区 

「専門家をもっと身近に」の理念のもと、法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」、話題の出来事を弁護士が法的観点か

ら解説するニュースメディア「弁護士ドットコムニュース」、税務相談ポータルサイト「税理士ドットコム」を運営。 

 

■ 山下 智弘 リノべる株式会社 代表取締役 

2010年創業／東京都渋谷区 



従来、中古マンションを購入してリノベーションする場合、①物件探しは不動産会社、②設計施工はリフォーム会社等、③ロ

ーン組みは銀行等と、３つの工程に分断されていた。この分断された工程のプラットフォームとなり、お客様にワンストップで

提供するサービス「リノベる。」を運営。 

 

■ 山中 和也 株式会社ナビバード 代表取締役 

2004年創業／大阪府大阪市 

海外向け EC 事業（BtoC、多言語、ネット通販、商品発送代行等）。 

 

■ 吉田 浩一郎 株式会社クラウドワークス 代表取締役社長兼CEO 

2011年創業／東京都渋谷区 

日本最大級のクラウドソーシングサービス「クラウドワークス」を運営。登録会員数 23万人、クライアント企業は 42,000社を突

破、これまでに登録された仕事の予算総額は 160 億円を超える。電通グループや伊藤忠グループ、サイバーエージェント、リ

クルートグループ等から約 15 億円の資金を調達。 

 

■ 吉田 大介 株式会社エーアイ 代表取締役 

2003年創業／東京都文京区 

音声合成ソフトウェアAITalk（エーアイトーク）のライセンス提供事業。 


