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報道関係各位 

 
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、2015 年度の日本代表候

補の起業家 27 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 15 周年を迎えます。 
今年は、5 月から 8 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、アクセラレーティング部門から 16
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＞ 

11 月 6 日および 9 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2016（EY World Entrepreneur Of The Year 2016）に臨む日本代表

の起業家 1 名を決定します。 

起業家表彰制度 
“EY Entrepreneur Of The Year 2015 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 
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。 
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EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー 2015 ジャパン 候補者一覧 
（50 音順/敬称略） 

 
アクセラレーティング部門  

内山 幸樹 株式会社ホットリンク 代表取締役社 CEO 

遠藤 優介 株式会社遠藤商事・Ｈｏｌｄｉｎｇｓ． 代表取締役 

木下 勝寿 株式会社北の達人コーポレーション 代表取締役社長 

久世 良太 株式会社サンクゼール 代表取締役専務 

古俣 大介 ピクスタ株式会社 代表取締役社長 

筒井 宣政 株式会社東海メディカルプロダクツ 会長 

中川 淳 株式会社中川政七商店 代表取締役社長 

中村 誠司 中央電力株式会社 代表取締役社長 

西澤 亮一 株式会社ネオキャリア 代表取締役 

能作 克治 株式会社能作 代表取締役 

野口 和輝 株式会社 N・フィールド 代表取締役社長 

長谷川 純代 株式会社グラフィコ 代表取締役 

福田 幸雄 株式会社アスカネット 代表取締役社長兼 CEO 

宮川 洋 株式会社イード 代表取締役 

山田 理恵 東北電子産業株式会社 代表取締役社長 

吉野 佳秀 べステラ株式会社 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。 
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チャンレンジング・スピリット部門  

青木 隆幸 SORABITO 株式会社 代表取締役 

岩元 美智彦 日本環境設計株式会社 代表取締役社長 

上村 一行 株式会社アイアンドシー・クルーズ 代表取締役 

阪根 信一 seven dreamers laboratories 株式会社 代表取締役社長 

佐野 徹朗 アカウンティング・サース・ジャパン株式会社 代表取締役社長 CEO 

新美 秀哉 Warld Japan 株式会社 代表取締役 

林 隆弘 HEROZ 株式会社 代表取締役 

春山 慶彦 株式会社セフリ 代表取締役 CEO 

松本 恭攝 ラクスル株式会社 代表取締役 

南 壮一郎 株式会社ビズリーチ 代表取締役社長 

宮本 健治 株式会社コーウェル 代表取締役社長 
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     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＞ 
該当なし 
 
＜アクセラレーティング部門＞ 
■ 内山 幸樹 株式会社ホットリンク 代表取締役社長CEO 

2000年創業／東京都千代田区 
世界中のソーシャル・ビッグデータのリアルタイム提供に加え、それらを分析するクラウドツー

ルやソリューションの提供により、マーケティング、政治、報道、観光などあらゆる産業のイノ

ベーションを支援している。 
 
■ 遠藤 優介 株式会社遠藤商事・Holdings． 代表取締役 

2011年創業／東京都渋谷区 
「日本一のベンチャー企業になる」と企業理念に掲げ、飲食中心に新たな価値あるコンテンツ

を飲食業界に次々と送り出してきました。”ピッツァ”を日本人の主食にし、日本の食文化に革

命を起こすため、ワンコイン以下で食べることができる低価格ピッツァ『Napoli's PIZZA & 
CAFFÈ』『PIZZERIA BAR NAPOLI』をオープン。設立から4年で10ブランドを全国約70店舗、

アジア3カ国4店舗展開しています。 
 
■ 木下 勝寿 株式会社北の達人コーポレーション 代表取締役社長 

2002年創業／北海道札幌市 
「びっくりするほど良いものができた時にしか商品化しない」というルールに基づいて商品を開

発し、実感主義の健康食品・化粧品ブランド「北の快適工房」を展開。  
 
■ 久世 良太 株式会社サンクゼール 代表取締役専務 

1979年創業／長野県上水内郡 
全国74店舗を持つ食品製造小売企業として、「Country Comfort」をコンセプトに自家製ワイ

ンなど質の高い洋風食品を提供しています。さらには、日本中から選りすぐった和の逸品を

提供する「久世福商店」ブランドも展開中です。 
 

■ 古俣 大介 ピクスタ株式会社 代表取締役社長 
2005年創業／東京都渋谷区 
「インターネットでフラットな世界をつくる」ことを企業理念に、インターネット上で誰もが写真・イ

ラスト・動画等のデジタル素材の売買ができるオンラインマーケットプレイス「PIXTA（ピクスタ）」

を運営しています。 
 

■ 筒井 宣政 株式会社東海メディカルプロダクツ 会長 
1981年創業／愛知県春日井市 
｢一人でも多くの生命を救いたい｣を理念とし、病気で苦しむ人々のお役に立ちたいという思い

を込めて、日本の三大疾病（がん・急性心筋梗塞・ 脳卒中）の治療を行う先端医療機器の研

究開発・製造販売に総力を傾けています。 
 
■ 中川 淳 株式会社中川政七商店 代表取締役社長 十三代 

1716年創業／奈良県奈良市 
「日本の工芸を 元気にする！」をビジョンに、生活雑貨の企画・製造・卸・小売を行う。 
「遊 中川」「中川政七商店」「日本市」などの自社ブランドを有し、全国の工芸業界に特化した

コンサルティング事業も手掛ける。 
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■ 中村 誠司 中央電力株式会社 代表取締役社長 
1993年創業／大阪府大阪市 
当たり前のエネルギーを違う目線から見て生まれた「マンション一括受電」。 
エネルギーをデザインする会社として、電気代を安く、付加価値をつけ、おもしろくする。 
プラットフォーム事業や地熱発電事業も手がける。 

 
■ 西澤 亮一 株式会社ネオキャリア 代表取締役 

2000年創業／東京都新宿区 
新卒採用支援事業、中途採用支援事業、保育・医療系人材紹介、介護・一般派遣事業、海外

中途人材紹介事業、BPOサービス、人事制度・組織改革支援事業 他。 
 

■ 能作 克治 株式会社能作 代表取締役 
1916年創業／富山県高岡市 
高岡市の伝統産業に基づく、錫、銅の鋳物製造・販売業。インテリア雑貨などを製造する傍ら、

錫の特性を生かした医療器具の研究開発を開始しました。販売店は国内8店舗、海外1店舗

で海外展開も行っています。 
 

■ 野口 和輝 株式会社Ｎ・フィールド 代表取締役社長 
2003年創業／大阪府大阪市 
精神科領域に特化した「訪問看護」を提供する、在宅医療サービス事業を主力とする看護師

主体の企業です。対象の方々が、適切な医療により地域生活を継続され、更なる精神医療

改革の実現に向けて邁進しております。 
 

■ 長谷川 純代 株式会社グラフィコ 代表取締役 
1996年創業／東京都品川区 
『モノ創りで、笑顔を繋ぐ。』をビジョンとして、心身ともに健康的で美しくありたいと頑張る女性

に、笑顔で幸せな生活を楽しんでいただくための、商品の企画、開発からマーケティング、プ

ロモーション、セールスまで行っているファブレス企業であります。 
 
■ 福田 幸雄 株式会社アスカネット 代表取締役CEO 

1995年創業／広島市安佐南区 
デジタル画像加工・ネット配信・フォトブックサービス・空中ディスプレイディバイス製造販売。 

 
 

■ 宮川 洋 株式会社イード 代表取締役 
2000年創業／東京都新宿区 
創業以来、あらゆるジャンルのWebメディアを、M&A・事業開発により生み出しニュース提供

を行なっている。現在19ジャンル４１メディアを保有しており、今後は海外に向けての情報発

信も視野に入れている。 
 

■ 山田 理恵 東北電子産業株式会社 代表取締役社長 
1968年創業／宮城県仙台市 
東北仙台で「光」をテーマにものづくりをしてきました。蛍の光の1万分の1程度の微弱な光を

フォトン(光子)のレベルで捉えることができる微弱発光検出装置の製造・販売を主力に事業

展開しています。 
 

■ 吉野 佳秀 ベステラ株式会社 代表取締役社長 
1974年創業／東京都墨田区 
プラントの解体に特化した工事会社として、工法の提案、設計、施工管理、安全管理、行政対

応等のエンジニアリング業務全般を提供。「リンゴ皮むき工法」に代表される、独自の特許に

よる解体工法を開発している。 
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＜チャレンジング・スピリット部門＞ 
 
■ 青木隆幸 SORABITO株式会社 代表取締役 

2014年創業／愛知県名古屋市 
建設機械、農業機械、車両、工作機械を始めとする「働く機械」の国際オンライン取引所 
ALLSTOCKER（オールストッカー）を運営。 高額・大型商品に最適化された独自の取引システ

ムを武器に世界標準の取引所の創設を目指す。 
 
■ 岩元 美智彦 日本環境設計株式会社 代表取締役社長 

2007年創業／東京都千代田区 
「リサイクルしたい」消費者と「リサイクルしたい」企業をつなげる衣料品リサイクルのプロジェク

ト「FUKU-FUKUプロジェクト」をはじめとしたリサイクルプロジェクトを運営。資源が循環する社

会の構築に取り組んでいます。 
 

■ 上村 一行 株式会社アイアンドシー・クルーズ 代表取締役 
2008年創業／東京都港区 
「Create Better Life」をビジョンに掲げ、新たな機会の創造を通じて、人々の暮らしをより良く

するサービスを提供する事業開発会社。エネルギーや住まい・自動車領域におけるメディア

事業に加えて、商品の流通支援を行うサプライ事業も手がけている。 
 
■ 阪根 信一 seven dreamers laboratories 株式会社 代表取締役社長 

2011年創業／東京都港区 
カーボン事業（ゴルフシャフトなど）、ヘルスケア事業（ナステントクラシック）、ロボティクス事業

（ランドロイド）。 
 

■ 佐野 徹朗 アカウンティング・サース・ジャパン株式会社 代表取締役社長 CEO 
2009年創業／東京都港区 
税理士・中小企業向けにクラウド税務・会計・給与システム「A-SaaS（エーサース）」、マイナン

バー管理サービス「マイナセキュリティ」を開発。日々の会計記帳からマイナンバーを含む税

務申告まで、オンラインで一気通貫に実現。 
 

■ 新美 秀哉 Warld Japan株式会社 代表取締役 
2014年創業／東京都港区 

AR技術を応用したスマートフォンアプリ「Clip」を通じて、モノとインターネットをつなぐIOT＝新し

い形のコミュニケーションサービスを行う会社です。 
「Clip」を通して拡張現実の世界を体験できる「うごく写真」などを世界中に届けています。 
 
■ 林 隆弘 HEROZ株式会社 代表取締役 

2009年創業／東京都港区 
人工知能(AI)を活用したインターネットサービスの企画・開発・運営を行う。アプリケーションと

して、史上初めて現役プロ棋士に勝利したAIを組み込んだスマートフォンアプリ「将棋ウォー

ズ」などがある。 
 
■ 春山 慶彦 株式会社セフリ 代表取締役CEO 

2013年創業／福岡県福岡市 
スマートフォンGPSを活用し、自然や風土の豊かさを再発見する“仕組み”をつくりたいと思い

起業しました。近年社会問題になっております山での遭難・道迷いの事故を解決するため、ス

マートフォン用地図アプリ「YAMAP」を開発・運営しております。 
  



  
7 

 
■ 松本 恭攝 ラクスル株式会社 代表取締役 

2009年創業／東京都 
名刺やチラシ、パンフレット、冊子、封筒といった商品を取り扱う印刷のEコマース事業を展開。

自社で印刷機を持たず、全国の印刷会社をネットワーク化し、印刷機の非稼働時間を活用す

ることで低価格での印刷を実現。 
 
■ 南 壮一郎 株式会社ビズリーチ 代表取締役社長 

2009年創業／東京都渋谷区 
採用企業と求職者が直接コミュニケーションできる「ダイレクト・リクルーティング」のプラットホ

ームを提供。インターネットの力で採用市場を可視化し、企業の採用・求職者のキャリアの選

択肢と可能性を広げている。 
 
■ 宮本 健治 株式会社コーウェル 代表取締役社長 

2009年創業／東京都豊島区 
LED照明の販売及びレンタル事業を中心に、LEDディスプレイの販売・施工や店舗の内外装

の企画・施工をやっております。 
 

 

 
《 EY Entrepreneur Of The Year 2015 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 1041 

 
 

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

