2019 Japan

EY アントレプレナー・

オブ・ザ・イヤー
2019 ジャパンのご案内
Are you unstoppable?

世界的なアントレプレナーの表彰プログラム

日本のアントレプレナーを世界へ

EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー

EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー・ジャパン

EY Entrepreneur of The YearTM は、より良い社会の構築のために、新たな事業領域に挑戦するアントレ

EY Japanでは、監査、税務、アドバイザリー、トランザクションの各サービス分野のプロフェッショナル

EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤーの始まり

2001年度より日本でもEY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤーを開始し、全国から選ばれた素晴らしい
アントレプレナーを多数紹介してきました。当プログラムを通じ、社会に大きな影響を与えてこられた
アントレプレナーの思いやストーリーを国内外へ発信することで、後進のアントレプレナーの育成にも
寄与しています。

プレナーの努力と成功をたたえる国際的な表彰制度です。この活動を通じ、魅力あるアントレプレナーの
素顔とその功績を国内外に発信し続け、現在では世界で最も名誉あるビジネスアワードとして認知される
に至りました。

が連携して、より良い社会の構築のために貢献されているアントレプレナーの成長をあらゆる角度から
支援しています。

EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤーは1986 年にEYにより創設され、当初は米国の一都市である

ミルウォーキーで開催されていました。その後全米へと開催規模を拡大していく中で、現在の米国
ビジネス界を代表するアントレプレナーを多数輩出し、数年のうちに世界の国々へと開催地域を
広げてゆきました。

米国での主な受賞者
2003年 サーゲイ・ブリン

19 年目となる本年度も、日本の未来を切り開く優れたアントレプレナーを表彰し、世界へと飛躍する

ための活動を奨励してまいります。

歴代の日本代表

ラリー・ペイジ

氏
氏

グーグル
グーグル

1997年 ジェフ・ベゾス

氏

アマゾン・ドット・コム

1991年 ハワード・シュルツ 氏

スターバックス コーヒー

1989 年 マイケル・デル

デルコンピュータ

氏

2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年

矢野 博丈 氏

株式会社大創産業

河野 貴輝 氏

株式会社ティーケーピー

高岡 本州 氏

株式会社エアウィーヴ

筒井 宣政 氏

株式会社東海メディカルプロダクツ

佐瀬 守男 氏

株式会社ホットランド

石川 康晴 氏

株式会社クロスカンパニー

松村 博史 氏

医療法人徳真会グループ

山村 章

氏

株式会社フェローテック

田中 仁

氏

株式会社ジェイアイエヌ

2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
2002年
2001年

庄司 秀樹 氏

東洋システム株式会社

石橋 博良 氏

株式会社ウェザーニューズ

隣

株式会社エヌ・ピー・シー

良郎 氏

鈴木 清幸 氏

株式会社アドバンスト・メディア

杉本 哲哉 氏

株式会社マクロミル

坂本 孝

ブックオフコーポレーション株式会社

氏

石川 光久 氏

株式会社プロダクション・アイジー

新藤 次郎 氏

株式会社セラーテムテクノロジー

飯塚 哲哉 氏

ザインエレクトロニクス株式会社
（社名は受賞時のものを掲載）
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選考基準

表彰カテゴリー
選考の際に重視される点は、6つの項目です。

6

Personal integrity /
Purpose-driven leadership

1

社会貢献

アントレプレナー精神

2

5

Innovation

イノベーション

4

National and global impact
市場における収益規模や影響
ビジネスモデルの優位性
雇用や経済への波及効果
海外展開の可能性

日本代表候補
Value creation
企業価値の増大

• 直近の財務実績
• 投資効果とリターン状況
• 調達資金の活用状況

Master Entrepreneur
Of The Year 部門

部門大賞

EOY 2019 Japan
Strategic direction

地区大会

経営戦略の方向性

• 経営ビジョンの最適化
• 製品やサービスのポジショニング
• 組織構築と人材確保

Exceptional Growth
部門

求めるアントレプレナー像

Master Entrepreneur Of The Year部門

Exceptional Growth部門

社会に対して革新的な価値をもたらしたすべての企業経営者

• 業界や市場を代表する存在

• 事業を成功に導き、注目度が高まっている、あるいは注目され

• 創業者

• すべてのアントレプレナーのロールモデルとなる存在

• 代々続くファミリービジネス（同族経営企業）で経営に革新をもたらした経営者

• 東証1部上場もしくはそれに準ずる企業の創業者

• 革新的な経営で成果を挙げた経営者

• 海外で企業活動を展開し、グローバルな影響力を有する

• 日本で起業した外国人経営者

• ビジネスモデルの競争優位性・技術力・マーケティング力が

など、
幅広くアントレプレナーの皆さまのエントリーを受け付けております。

3

3

成長可能性と影響力

•
•
•
•

日本代表（1名）

• 成功に導く強い信念
• 強力なリーダーシップ
• 逆境をはねかえす強さ

責任の公約

組織風土

EY Entrepreneur
Of The Year 2019 Japan

Entrepreneurial spirit

• 利害関係者から称賛される価値観
• より良い社会に向けた取り組み
• 高い倫理観と社会的

• 経営手法の斬新性
• 製品やサービスの革新性
• 創造・改革を育む

2部門の中から最終的に1名の日本代表が選出されます。
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国内外で注目されている

ている存在

• 後進のアントレプレナーのロールモデルとなる存在
• 海外で一定の影響力を有し、さらなる展開・拡大を予定している
• 革新的な技術やビジネスモデルによって事業を展開している
• 著しい成長をとげた、あるいは成長途上であり、今後さらなる
成長が期待されるアントレプレナー

EY Entrepreneur Of The Year |

4

選考プロセス
2019年
5〜8月

2019年
9〜11月

2019年
11月28日

エントリー

選考期間

EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー
2019 ジャパン

全国8地区で自薦・他薦、業種を問わず、
アントレプレナー
の皆さまのエントリーを受け付けます。

エントリー締め切り
北海道地区
7月31日
東北地区
7月31日
関東地区
8月31日
甲信越地区
8月31日
東海・北陸地区 7月31日
関西地区
7月31日
中国地区
7月31日
九州地区
7月25日

応募方法
EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー・ジャパンの

地区大会
9月〜10月にかけて、全国8地区で選考を行います。

地区代表の選出
10月に各地区の代表を選出します。地区代表となられた
方は、
ファイナリストとして日本大会にお進みいただきます。

日本大会
11月に東京にて、選考委員による書類選考とインタビュー
が実施され、
Exceptional Growth部門大賞1名を選出し、
Master Entrepreneur Of The Year 部門のアントレ
プレナーを含めた候補者の中から、日本代表を1 名決定
します。

アワードセレモニー

Master Entrepreneur Of The Year 部門、および
Exceptional Growth 部門のファイナリストの皆さま

をご紹介し、表彰します。アワードセレモニーでは、
エンター
テインメントやご出席者同士のネットワーキングなどを
お楽しみいただけます。アワードセレモニーの最後には、
日本代表を発表します。

2020年
6月

EY ワールド・

アントレプレナー・
オブ・ザ・イヤー
EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー 2019 ジャパンにて
日 本 代 表に選 出 された 方 は 、2 0 2 0 年 6 月にモ ナコ
公国モンテカルロにて開催される世界大会（EY World
Entrepreneur Of The Year ™）にご参加いただきます。

世界大会では、
各国代表のこれまでの功績がたたえられる
と同時に、各種セッションや表彰式では、約60カ国の代表
をはじめとする世界各国の参加者との交流をお楽しみ
いただけます。この大会を通じ、世界へと飛躍するための
ビジネスオポチュニティが期待できます。

ホームページにアクセスし、
エントリーフォーム
に必要事項をご記入ください。
詳細は下記サイトにてご確認ください。

eoy.eyjapan.jp

全国展開

運営体制

EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー・ジャパンは、北海道地区、

選考委員

東北地区、関東地区、甲信越地区、東海・北陸地区、関西地区、
中国地区、九州地区の全8地区において募集を行い、プログラム
を展開しています。
各地区での選考により地区代表に選出されたアントレプレナーは、
Exceptional Growth 部門大賞候補として日本大会の選考へ
お進みいただきます。

過年度の受賞者や事業経験豊富な方、アントレプレナー支援に
造 詣が深い方々を 選 考委員としてお 招きし、日本代 表 選 考の
ご支援をいただいています。

2018年度選考委員
出井 伸之 氏 （委員長）

経済産業省 経済産業政策局 産業資金課長 兼 新規事業調整官

元ソニー株式会社 会長 兼 グループCEO

藤森 義明 氏

高岡 本州 氏
株式会社エアウィーヴ 代表取締役会長 兼 社長

EOY 2016 Japan 日本代表

谷本 有香 氏
フォーブスジャパン 副編集長

西澤 昭夫 氏

日本ベンチャー学会 会長
東洋大学経営学部教授／NICHe客員教授
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福本 拓也 氏

クオンタムリープ株式会社 代表取締役 ファウンダー&CEO

CVCキャピタルパートナーズ日本法人 最高顧問
株式会社LIXILグループ 相談役
武田薬品工業株式会社 社外取締役
ボストン・サイエンティフィックコーポレーション 社外取締役
日本オラクル株式会社 取締役会長

渡辺 洋行 氏

B Dash Ventures株式会社 代表取締役社長
日本ベンチャーキャピタル協会 常務理事
（社名・役職は2018年度日本大会開催時のものを掲載 氏名50音順）
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EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー 2018 ジャパン

歴代ファイナリストの声 〜EOYに出場して〜

アワードセレモニー

株式会社パネイル
代表取締役社長

株式会社ベネフィット・ワン
代表取締役社長

株式会社大創産業
創業者

株式会社アイスタイル
代表取締役社長 兼 CEO

名越 達彦 氏

白石 徳生 氏

矢野 博丈 氏

吉松 徹郎 氏

特別賞

「Exceptional Growth部門」大賞

2018年度日本代表

特別賞

EOYは自らの人生を振り返り、情熱を吐き出せる場所。

起業家とは何か。
自分の起業家としての再定義ができた。
商売は人生そのものだから、
自分の人生を褒められたようで、うれしい。

EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー 2018 ジャパン ファイナリスト

EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー 2018 ジャパンの様子

Master Entrepreneur Of The Year部門

白石 徳生 氏

株式会社ベネフィット・ワン

粟田 貴也 氏

株式会社トリドールホールディングス

土橋 秀位 氏

株式会社クロスフォー

2018年のアワードセレモニーおよび、ファイナリストの皆さまのメディアインタビューの様子についてのダイジェスト版VTRを、
EOYホームページにてご覧いただけます。

齊藤 寛

株式会社シャトレーゼホールディングス

名越 達彦 氏

株式会社パネイル

樋口 龍

株式会社GA technologies

氏

矢野 博丈 氏

株式会社大創産業

Exceptional Growth部門

氏

藤田 哲也 氏

株式会社カンディハウス

松浦 信男 氏

万協製薬株式会社

岡村 恒一 氏

株式会社オカムラ食品工業

山本 富造 氏

山本化学工業株式会社

木村 隆夫 氏

木村情報技術株式会社

吉松 徹郎 氏

株式会社アイスタイル

重道 泰造 氏

株式会社アイグラン

ダイジェスト版 VTRは
こちらのQRコードからご覧ください。

（社名は2018年受賞時のものを掲載 各部門別 氏名50音順）
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世界の一流のアントレプレナーが集う

国際的な祭典

EY ワールド・アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー

2001年より、モナコ公国モンテカルロにて毎年開催されている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）には、世界約60の国と地域より選出されたアントレプレナーの代表が参加しています。さらに、
その中から The best of the best として、その年の世界を代表するアントレプレナー、EY ワールド・アントレプレナー・
オブ・ザ・イヤーが選出・表彰されます。

EY ワールド・アントレプレナー・オブ・ザ・イヤーにおける歴代受賞者（2010〜2018年）

EY ワールド・アントレプレナー・オブ・ザ・イヤーにおける歴代受賞者（2001〜2009年）

2018年
2017年
2016年
2015年
2014年
2013年
2012年
2011年
2010年

2009年
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
2002年
2001年

ルーベンス・メニン 氏

MRV Engenharia
AGTフード&イグリディエンツ

ブラジル代表

ムラッド・アル・カティブ 氏
マニー・スタル 氏

ムース・エンタープライズ

オーストラリア代表

モヘド・アルトラッド 氏

アルトラッド・グループ

フランス代表

ウダイ・コタック 氏

コタック・マヒンドラ銀行

インド代表

ハムディ・ウルカヤ 氏

チョバー二

米国代表

ジェームス・ムワンギ 氏

エクイティ銀行

ケニア代表

オリビア・ラム 氏

ハイフラックス

シンガポール代表

マイケル・スペンサー 氏

ICAP

英国代表

カナダ代表

ツァオ・ダーワン 氏

フーヤオガラス

中国代表

ジャン・ポール・クローゼル 氏

アクテリオン ファーマシューティカルズ

スイス代表

ギー・ラリベーテ 氏

シルク・ドゥ・ソレイユ

カナダ代表

ビル・リンチ 氏

インペリアル・ホールディングス

南アフリカ代表

ウェイン・ハイゼンガ 氏

ハイゼンガ・ホールディングス

米国代表

トニー・タン・カクティオン 氏

ジョリビー・フード・コーポレーション

フィリピン代表

ナラヤナ・ムルティ 氏

インフォシス・テクノロジーズ

インド代表

ステファン・ヴィールズマイヤー 氏

ブレイン・ラボ

ドイツ代表

パオロ・デラ・ポルタ 氏

サエズ・ゲッターズ

イタリア代表
（社名は受賞時のものを掲載）
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EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
EYについて
EY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などの分

野における世界的なリーダーです。私たちの深い洞察と高品質なサービス
は、世界中の資本市場や経済活動に信頼をもたらします。私たちはさまざま
なステークホルダーの期待に応えるチームを率いるリーダーを生み出してい
きます。そうすることで、
構成員、
クライアント、
そして地域社会のために、
より
良い社会の構築に貢献します。

EYとは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのグローバル・ネット
ワークであり、
単体、
もしくは複数のメンバーファームを指し、
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 をご覧ください。

EY Japanについて
EY Japanは、EYの日本におけるメンバーファームの総称です。EY新日本
有限責任監査法人、
EY税理士法人、EYトランザクション・アドバイザリー・サー
ビス株式会社、
EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社などから
構成されており、各メンバーファームは法的に独立した法人です。詳しくは
www.eyjapan.jp をご覧ください。
© 2019 EY Japan. All Rights Reserved.
ED None
本書は、
一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されており、
会計、
税務及びその他の専門的なアド
バイスを行うものではありません。EYジャパン合同会社及び他のEYメンバーファームは、
皆様が本書
を利用したことにより被ったいかなる損害についても、
一切の責任を負いません。具体的なアドバイス
が必要な場合は、
個別に専門家にご相談ください。

www.eyjapan.jp

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 1869
Email：info_eoy@jp.ey.com

