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 起業家表彰制度 “EY Entrepreneur Of The Year 2014 Japan” 
日本代表候補の起業家を決定 

 
 

新日本有限責任監査法人は、当法人が主催する起業家表彰制度 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）において、2014 年度の日本代表候補

の起業家 34 名を決定したことをお知らせします。 
 
EY Entrepreneur Of The Year 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 14 年目を迎えます。 
今年は、5 月から 9 月にかけて募集を行い、書類選考を実施しました。 
起業家精神などの６つ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2名、アクセラレーティング部門から15名、チャレンジング・スピリット部門からは17
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＞ 
11 月 10 日、20 日および 26 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・スピリット部門の部門大賞等を決定するとともに、世界大会である 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）に臨む日本代表の起

業家 1 名を決定します。 

 

 

＜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 
東証一部上場及びそれに準ずる企業の起業家で、ビジネスリーダーとして様々な分野で活躍されてい

る起業家が対象。例えば、 
 企業活動を海外展開し、グローバルな影響力を有する起業家。 
 ビジネスモデルの競争優位性や、技術マーケティング力および社会の影響力など国内外で注目

される起業家。 
 相当の規模（例えば売上高数百億円以上）で活動を展開し、業界を牽引している起業家。 

■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、新興市場上場企業およびそれに

準ずる規模の企業（事業）の経営にたずさわっている起業家が対象。例えば、 
 国内で一定の影響力を有し、更なる成長が期待される企業（事業）の経営に携わっている起業

家。 
 



 

 

 

EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー 2014 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  

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 

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） 

 

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 

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 

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

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 

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 

櫻井 英治 株式会社エラン 代表取締役社長 

佐瀬 守男 株式会社ホットランド 代表取締役社長 

佐野 健一 株式会社ビジョン 代表取締役社長 

辻 保彦 辻製油株式会社 代表取締役社長 

中村 俊郎 中村ブレイス株式会社 代表取締役社長 

中村 紀子 株式会社ポピンズ 代表取締役 CEO 

平川 昌紀 株式会社きちり 代表取締役 

本田 謙 株式会社フリークアウト 代表取締役 CEO 

宮沢 文彦 株式会社ボルテックス 代表取締役 

山本 正登 株式会社ケミカル山本 代表取締役社長 
 
 
 

■チャレンジング・スピリット部門 
スタートアップ段階の企業（事業）の経営に携わっている起業家が対象。例えば、 
 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。 
 長年研究開発（または試行錯誤）してきた技術（ないしビジネスモデル）の確立に一定の目途が

つき、幅広い展開を今後予定している起業家。 
 革新的な技術（またはビジネス）をもって、今後の展開を予定している起業家。 

 



 
チャンレンジング・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 

猪野 栄一 株式会社オプティ 代表取締役 

森 敬太 サンバイオ株式会社 代表取締役社長 

鈴木 堅之 株式会社ＴＥＳＳ 代表取締役 

須田 健太郎 株式会社フリープラス 代表取締役 

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 

田中 俊彦 株式会社アイモバイル 代表取締役 

谷口 恒 株式会社 ZMP 代表取締役社長 

時津 孝康 株式会社ホープ 代表取締役社長 

永井 健一 株式会社グリーンペプタイド 代表取締役社長 

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 

中村 創一郎 株式会社 Looop 代表取締役社長 

元榮 太一郎 弁護士ドットコム株式会社 代表取締役兼 CEO 

山下 智弘 リノべる株式会社 代表取締役 

山中 和也 株式会社ナビバード 代表取締役 

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  

吉田 大介 株式会社エーアイ 代表取締役 

 
 
 
 

《 EY Entrepreneur Of The Year 2014 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 1532 
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  

 東京都千代田区内幸町 2-2-3 日比谷国際ビル 
TEL :  03 3503 1037  FAX :  03 3503 1037

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


 

 

 


