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EYは、「Building a better working world（より良い社会の構築を目指して）」を
パーパスとしています。クライアント、人々、そして社会のために長期的価値を 
創出し、資本市場における信頼の構築に貢献します。

150カ国以上に展開するEYのチームは、データとテクノロジーの実現により 
信頼を提供し、クライアントの成長、変革および事業を支援します。

アシュアランス、コンサルティング、法務、ストラテジー、税務およびトランザク
ションの全サービスを通して、世界が直面する複雑な問題に対し優れた課題
提起（better question）をすることで、新たな解決策を導きます。

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。EYによる個人情報の取得・利用の方法や、データ保護に関する法令により個人情報の主体が有
する権利については、ey.com/privacyをご確認ください。EYのメンバーファームは、現地の法令によ
り禁止されている場合、法務サービスを提供することはありません。EYについて詳しくは、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ストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社などから構成されています。なお、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ey.com/ja_jpをご覧ください。
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EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤーとは

EYアントレプレナー・オブ・ザ・イヤーの表彰プログラムは1986年にEYにより創設され、米国の一都市
であるミルウォーキーで始まりました。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てきました。
そして数年のうちに世界の国々へと開催地域を広げてゆき、現在では約60カ国、145の都市で開催さ
れています。

日本でも2001年より本表彰プログラムを開始し、今年で21年目を迎えます。これまでに、250名を超える
日本の素晴らしいアントレプレナーを多数紹介・表彰し、世界へと飛躍するための活動を奨励しています。

2020年 髙島 宏平 氏  オイシックス・ラ・大地株式会社
2019年 窪田 規一 氏  ぺプチドリーム株式会社
 菅　 裕明 氏 ぺプチドリーム株式会社　
2018年 矢野 博丈 氏 株式会社大創産業
2017年 河野 貴輝 氏 株式会社ティーケーピー
2016年 高岡 本州 氏 株式会社エアウィーヴ
2015年 筒井 宣政 氏 株式会社東海メディカルプロダクツ
2014年 佐瀬 守男 氏 株式会社ホットランド
2013年 石川 康晴 氏 株式会社クロスカンパニー
2012年 松村 博史 氏 医療法人徳真会グループ
2011年 山村 章 氏 株式会社フェローテック

2010年 田中 仁 氏 株式会社ジェイアイエヌ
2009年 庄司 秀樹 氏 東洋システム株式会社
2008年 石橋 博良 氏 株式会社ウェザーニューズ
2007年 隣 　良郎 氏 株式会社エヌ・ピー・シー
2006年 鈴木 清幸 氏 株式会社アドバンスト・メディア
2005年 杉本 哲哉 氏 株式会社マクロミル
2004年 坂本 孝 氏 ブックオフコーポレーション株式会社
2003年 石川 光久 氏 株式会社プロダクション・アイジー
2002年 新藤 次郎 氏 株式会社セラーテムテクノロジー
2001年 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）

歴代の日本代表

2EY Entrepreneur Of The Year  |

不確実性がかつてないほど高まる世界において、目の前に立ちはだかるいくつもの壁を乗り越え、その
先の新たな社会的変革や価値を生み出すために挑戦を続けるアントレプレナーは、これまで以上になく
てはならない存在となっています。

EYでは、Building a better working world（より良い社会の構築を目指
して）という理念のもと、アントレプレナー支援を行っており、その取り
組みのひとつとして、「EY Entrepreneur Of The YearTM（以下、EYアント
レプレナー・オブ・ザ・イヤー）」を主催しています。

EYアントレプレナー・オブ・ザ・イヤーの表彰プログラムでは、社会にイ
ンパクトを与えてきたアントレプレナーの成功までの道のりと、さらなる
成長や社会課題解決のための飽くなき挑戦を称え、紹介をしています。
表彰プログラムでは、さまざまな業界や世代のアントレプレナーの素顔
や情熱にあふれたストーリーに注目し、その功績を国内外に発信するこ
とで人々に勇気を与え、次世代のアントレプレナーの輩出に貢献してい
ます。

また歴代の受賞者のコミュニティを構築し、受賞後も継続的に本プログラムを通じて、国や事業領域な
どさまざまな環境の違いを越えたアントレプレナー同士の交流を促進しています。本コミュニティを通
して、歴代受賞者の皆さんとともに未来を探求することで、新たな価値の創出を目指しています。

2003年 サーゲイ・ブリン 氏 グーグル
 ラリー・ペイジ 氏 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 氏 デルコンピュータ

米国での主な受賞者

世界的なアントレプレナーの表彰プログラム
EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤーの成り立ち

Unstoppable Innovator
社会にイノベーションをもたらし、挑み続ける事業家を称える
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EYアントレプレナー・オブ・ザ・イヤー・ジャパンの表彰プログラムでは、選考過程やメディアインタビュー、
アワードセレモニーにおいて、アントレプレナーご自身の想いや熱源をさまざまな形で表現していただく
機会があります。選考委員や歴代受賞者をはじめとする本プログラムの支援者の皆さまとともに、日本
の素晴らしいアントレプレナーの皆さまのさらなる挑戦や世界への飛躍を目指します。

ey.com/ja_jp/entrepreneur-of-the-year-japan/eoy-japan-award/eoy-japan-2020

日本代表選考インタビュー
選考委員とのインタビューでは、これまでの成功の道の
りやアントレプレナーとしての原点を振り返り、次への
挑戦のきっかけとなるような場になっています。

（2018年選考インタビューの様子）
選考委員の方々にとっても刺激的な時間となっているようです

地区アワードセレモニー
日本各地の素晴らしい受賞者をご紹介・
表彰するアワードセレモニーを、全国各地
区で開催しています。地区代表となられた
方は、日本代表候補として日本大会にご参
加いただきます。

（2017年東海・北陸地区アワードセレモニーの様子）
各地区での交流が行われ、地区代表となられたアントレプレナーを激励します

アワードセレモニー（表彰式）
歴代受賞者も交え、アントレプレナー同士が称え合うアワードセレモニーを開催しています。
ネットワークの構築や拡大の場にもなっています。

（2019年ザ・リッツ・カールトン東京でのアワードセレモニーの様子）
アントレプレナー共通の情熱や想いを分かち合うシーンも多く見られます

メディアインタビュー
メディアインタビューを通して、受賞者の皆さまをご紹介します。アントレプレナーとしての信念や
原動力を語っていただくことで、次世代のアントレプレナーなど、多くの方々に勇気と感動を与え
ます。

（2020年Forbes JAPANによる取材の様子　オイシックス・ラ・大地　髙島宏平氏）

2020年はForbes JAPANによる取材が行われました。
各受賞者の記事はホームページよりご覧いただけます。

（2019年「EOY Japan Alumni」発足イベントの様子）
歴代受賞者のコラボレーションにより、新たなビジネスも生まれています

（2019年ジョエル・ロブションでの祝賀ディナーの様子）
エクスクルーシブな空間で、リラックスをしてお食事や
交流をお楽しみいただいています

受賞者祝賀ディナー
アワードセレモニー前夜に、選考委員や
歴代日本代表など限られた方々で、その
年の受賞者をお祝いするディナーを開催
しています。

EOY Japan Alumni
受賞後も「EOY Japan Alumni」を通じて、業界や世代、環境の違いを越えた歴代受賞者の
継続的な交流の場があります。

アントレプレナーとしての原点を振り返る
EYアントレプレナー・オブ・ザ・イヤー・ジャパン
表彰プログラム
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EYアントレプレナー・オブ・ザ・イヤー・ジャパンでは、
2001年のプログラム開始以来、日本を代表する数
多くの素晴らしいアントレプレナーの皆さまをご紹
介し、表彰してまいりました。受賞当時のお気持ち
やその後の想いなど、本プログラムに参加されて感
じられたことを、一部の歴代受賞者の方々に伺いま
した。

2018年　マスター・アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー部門　受賞
株式会社トリドールホールディングス　粟田　貴也 氏

様々な分野で貢献をされている素晴らしい企業様の中に混じって、私共が表彰いた
だいたことを光栄に思っています。
これまで、同業他社様と関わり、情報交換等をする機会はありましたが、EOYの表彰
プログラムに参加して以来、分野を超えて様々な企業様と交流を図り、情報交換でき
る機会をいただけたことは貴重に思っています。見識を深める上で非常に役立ってお
り、感謝しています。
今後も果敢に挑戦し、よりよい社会の創出に向けて、微力ながら尽力していきたいと
思います。

2018年　マスター・アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー部門　受賞（日本代表）
株式会社大創産業　矢野　博丈 氏

2018年に日本代表に選ばれた時は、自分の人生を褒められたようで、嬉しい気持
ちになりました。モナコで開催された世界大会では到着するや否や、ホテルの部屋
にこもって選考インタビュー直前まで4分間スピーチの練習を毎日幾度も繰り返し
ました。非常に苦労しましたが、これまでの道のりを改めて振り返ることができた
のは新鮮で、良い経験となりました。モナコで出会った各国代表の経営者の皆さ
んの目が活き活きしていたことも、とても印象的でした。

運も能力もなかった私でも、日々一生懸命に働き、感謝の心を持ち続けてきたこ
とで、今では1時間に1億円以上売り上げる会社に成長させることができました。こ
れからは感謝力の時代です。日々目の前の仕事にガムシャラに向き合い、感謝す
ることを忘れないで欲しいと思います。そうすれば、5年後、10年後に大きく変え
ることができるかもしれません。

2019年　エクセプショナル・グロース部門　受賞
株式会社ギフティ　太田　睦 氏

EOYはいわゆる「アワード」という側面だけでなく、日本を代表する起業家の「コミュ
ニティ」であると強く感じました。セレモニー当日は同年に受賞された方々だけでな
く、過去受賞された経営の先輩方にもお目にかかることができ、私の名刺入れは一夜
にしてパンパンになりました（笑）業界や世代を超え、皆様のビジネスのスケールの
大きさに大変刺激を受けました。セレモニー後も事務局の方々のお力添えにより、当
日お会いできなかった経営者様を複数ご紹介いただき、今まさに新しい協業の話が
進んでいます。今後は私からもEOYのコミュニティにGIVEできるよう邁進していきた
いと思います。

2019年　エクセプショナル・グロース部門　受賞（部門大賞）

学校法人ユナイテッド・ワールド・カレッジISAKジャパン
小林　りん 氏
事前にファイナリストのリストを頂戴した時、これは自分には可能性はないなぁ、
当日は美味しいお食事を楽しみに伺おう！と思っておりました（笑）。大賞の発表
で名前を呼んで頂いた時には、心底驚くとともに、数字には必ずしも表れないか
も知れない、私たちの教育事業の社会的インパクトをご評価頂けたのだと、震え
るほど嬉しかったのを思い出します。また、苦労と紆余曲折の連続だった人生を振
り返り、その間ずっと理解して支えてくれた家族への感謝の気持ちで胸がいっぱ
いになりました…。EOYの名に恥じぬよう、これからも現場に安住することなく、
常により高みを目指して挑戦し続けたいと思います。EOY Japan Alumniの活動を
通じて、起業家の諸先輩方とお目にかかれますのも、今から楽しみです！

2020年　エクセプショナル・グロース部門　受賞　
株式会社出前館　中村　利江 氏

会社の代表として、投資家や株主に対してプレゼンテーションをする場は多くありま
すが、経営者個人としてのプレゼンテーションをさせていただく機会はそれほど多く
なく、EOYは自分自身を俯瞰し、見直す貴重な機会となりました。資料を作る過程で、
自分に不足していた社会貢献性や後進育成力をひしひしと感じ、今後鍛錬していくべ
きことが明確になってきました。感謝申し上げます。
また、ベンチャースピリッツを同じく持つ素晴らしい起業家同士の交流も大変刺激
的で有意義でした！

（社名は受賞時のものを掲載）

EYアントレプレナー・オブ・ザ・イヤー ・ジャパン
歴代受賞者の声
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世界の“Unstoppable Innovators”
EYワールド・アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー
主な受賞者

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（2001～2020年）

2020年 キラン・マズムダル・ショウ 氏 Biocon Limited インド代表
2019年 ブラッド・キーウェル 氏 Uptake Technologies 米国代表
2018年 ルーベンス・メニン 氏 MRV Engenharia ブラジル代表
2017年 ムラッド・アル・カティブ 氏 AGTフード&イグリディエンツ カナダ代表
2016年 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
2015年 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
2014年 ウダイ・コタック 氏 コタック・マヒンドラ銀行 インド代表
2013年 ハムディ・ウルカヤ 氏 チョバー二 米国代表
2012年 ジェームス・ムワンギ 氏 エクイティ銀行 ケニア代表
2011年 オリビア・ラム 氏 ハイフラックス シンガポール代表
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ブラッド・キーウェル氏（2019年）　米国代表
Uptake Technologies

“世界の最も差し迫った経済的・社会的課題のいくつかに長期
的かつ持続可能なソリューションを生み出していけるように、
努力を続けていきたい”

2014年設立以降、AIを活用してオペレーションのデータから事業価
値を生み出し、顧客企業の生産性向上・効率性向上をサポートしてい
る。Uptake社設立以前には、グルーポン社を含む6社の起業に成功し、
6社総額で60億米ドル超の市場価値を生み出した。

ルーベンス・メニン氏（2018年）　ブラジル代表
MRV Engenharia

“お金を生み出すことだけでなく、社会を発展させることも経
済的エンパワーメントになると信じている”

1979年に住宅建設・不動産会社としてMRV Engenharia社を創設。南
米最大の不動産開発会社、低所得者向け住宅建設会社としてブラジル
でトップの企業に成長し、100万人以上のブラジル国民のマイホームを
持つという夢を実現させた。

EY ワールド・アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー 

2010年 マイケル・スペンサー 氏 ICAP 英国代表
2009年 ツァオ・ダーワン 氏 フーヤオガラス 中国代表
2008年 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
2007年 ギー・ラリベーテ 氏 シルク・ドゥ・ソレイユ カナダ代表
2006年 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
2005年 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
2004年 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
2003年 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
2002年 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
2001年 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）

EYでは、世界各国で社会に貢献しようと挑戦を続けるアントレプレナーたちを称える場として、2001年
よりEY World Entrepreneur Of The YearTM（以下、EYワールド・アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー）を
毎年6月に開催しています。
世界約60カ国145都市を超える国や地域より選出された代表のアントレプレナーを称え、“The best of 
the best”としてその年の世界を代表するEYワールド・アントレプレナー・オブ・ザ・イヤーのアントレプ
レナーが選出されます。

キラン・マズムダル・ショウ氏（2020年）　インド代表
Biocon Limited

“アントレプレナー精神とは、端的に言うと問題を解決すること
である”

1975年にバイオ産業用酸素を生産する会社として創業し、現在では
アジアで最強のイノベーション主導バイオテクノロジー企業となった。
病気から命を守る医薬品を世界中の誰もが手ごろな価格で手に入れ
られるよう、先頭を切って取り組んでいる。

※2020年、2021年のEYワールド・アントレプレナー・オブ・ザ・イヤーは、、オンラインでの開催となりました。
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エントリー
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、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。

詳細は下記サイトにてご確認ください。

受賞者の選出
マスター・アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー部門の受賞者、および全国8地区にてエクセ
プショナル・グロース部門の受賞者の選出を行います。

受賞者の発表
マスター・アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー部門、および全国8地区から選出されたエク
セプショナル・グロース部門の受賞者を発表します。

EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー
2021 ジャパン

主なスケジュール

2021年
5～8月

2021年
10月

2021年
11月上旬

日本代表選考委員による
書類選考・インタビュー
日本代表選考委員による書類選考、およびインタビューが実施され、日本代表1組を決定
します。

2021年
11月中旬～
下旬

EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー2021 ジャパン　　
表彰式・日本代表の発表
EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー 2021 ジャパンの日本代表1組を発表します。
※受賞者の皆さまのお祝い会・表彰セレモニーの開催も予定しています。
 （詳細は確定次第、別途ご案内いたします）

2021年
11月下旬～
12月上旬

EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー 2021 ジャパンにて日本代表に選出された方は、
2022年に開催予定の世界大会である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称えられると同時に、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。

EY ワールド・アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー 2022
2022年

6月（予定）

ey.com/ja_jp/entrepreneur-of-the-year-japan
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選考基準

選考の際に重視される点は、6つの項目です。

冨山 和彦 氏（委員長）
株式会社経営共創基盤（IGPI）　IGPIグループ会長

各務 茂夫 氏
日本ベンチャー学会　会長
東京大学　大学院工学系研究科　教授

河野 貴輝 氏
株式会社ティーケーピー　代表取締役社長
EYアントレプレナー・オブ・ザ・イヤー 2017 ジャパン　日本代表

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
EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー 2016 ジャパン　日本代表

谷本 有香 氏
フォーブス ジャパン　Web編集部　編集長

藤森 義明 氏
CVCキャピタルパートナーズ日本法人　最高顧問
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
株式会社東芝　社外取締役
株式会社資生堂　社外取締役

古谷 元 氏
経済産業省　経済産業政策局　産業創造課　新規事業創造推進室長

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

社会に対して革新的な価値をもたらしたすべての事業家
• 創業者
• 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事業家
• 革新的な経営で成果を挙げた事業家
• 日本で起業した外国人事業家

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。

対象となるアントレプレナー像

選考委員
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Master Entrepreneur Of The Year Category
マスター・アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー部門

• 業界や市場を代表する存在

• すべてのアントレプレナーのロールモデルとなる存在

• 東証1部上場もしくはそれに準ずる企業の事業家

• 海外で企業活動を展開し、グローバルな影響力を有する

• ビジネスモデルの競争優位性・技術力・マーケティング
力が国内外で注目されている

Exceptional Growth Category
エクセプショナル・グロース部門

• 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、
成果を挙げている

• 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 アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー 2021 ジャパン 受賞者

EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー 2021 ジャパン 日本代表（1組）

Personal integrity / 
Purpose-driven leadership
社会貢献

• 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 
責任の公約

6
Entrepreneurial spirit
アントレプレナー精神

• 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

1

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

2

Strategic direction
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

3
National and global impact
成長可能性と影響力

• 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

4

Innovation
イノベーション

• 経営手法の斬新性
• 創造・改革を育む 
組織風土

5

2020年選考委員

（社名・役職は2020年度日本大会開催時のものを掲載 氏名50音順）

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。

表彰カテゴリー

2部門の中から最終的に1組の日本代表が決定されます。
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EY Startup Innovation
• 活動目的

EY Startup Innovationは、会計士、税理士、弁護士、M&Aアドバイザー、戦略系コン
サルタントなど、さまざまな分野においてスタートアップに精通した専門家で構成さ
れたチームです。スタートアップのみならず、事業会社、ファンド、官公庁など、スター
トアップ・エコシステム全体の発展に寄与することを目指し、スタートアップ・エコシス
テム内で求められるさまざまなサービスを整備し、ワンストップでサービスを提供で
きる体制を構築しています。

• 対象
スタートアップ、オープンイノベーションを推進している事業会社、官公庁、
ファンドなど
ey.com/ja_jp/start-ups

EOY Japan Alumni
• 活動目的

EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー・ジャパン（EOY Japan）受賞後もアントレプ
レナーが継続的に集う場を提供し、業種や世代を越えたアントレプレナー同士の交
流により新たなビジネスチャンスが創出され、さらなる発展を遂げることで、日本の
成長に寄与できるようなプログラムの運営を目指しています。

• 対象
これまでにEOY Japanで受賞されたアントレプレナー
ey.com/ja_jp/entrepreneur-of-the-year-japan/eoy-japan-award

アントレプレナー支援活動・取り組み

Women Athletes Business Network （WABN）
• 活動目的

女性アスリートの中から優れた人材を発掘し、ビジネス界での活躍やリーダーシップ
の発揮を後押しするため、女性アスリートが競技引退後に、起業を含むビジネス分野
への挑戦やキャリア転換に必要なサポートを提供しています。メンタリングやワーク
ショップを通じて、女性アスリートの潜在的なリーダーシップを引き出し、ネットワー
クを広げていくことを目指しています。

• 対象
女性アスリート（現役・引退問いません）
ey.com/ja_jp/entrepreneurial-winning-women-japan/women-athletes-business-network

EY Japanのアントレプレナー表彰制度

Building a better working world

EYはBuilding a better working world（より良い社会の構築を目指して）という理念のもと、社会のために
長期的価値を創出し、資本市場における信頼の構築に貢献します。アントレプレナーは新たな事業領域に
挑戦し未来を切り開く、まさにEYの理念を、情熱をもって体現する人々です。EYは、アントレプレナーが志
を実現するためのアドバイザーとして協働し、企業の持続的な成長のために表彰プログラムやメンタープロ
グラム、ネットワーキングイベントなどを通じ、あらゆる角度からアントレプレナーの支援を行っています。

EY Japanのアントレプレナー支援について

EY Innovative Startup
• 表彰目的

EY新日本有限責任監査法人による主催のもと、成長性、革新性、社会性などの観点
からスタートアップ企業を表彰し、知名度の向上に寄与することで、より良い社会の
構築につなげることを目指しています。

• 対象
今後著しい成長が期待されるホットトレンド分野におけるスタートアップ企業
ey.com/ja_jp/ey-innovative-startup

EY アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー
• 表彰目的
アントレプレナーの努力と功績をたたえ、新たな事業領域に挑戦するビジネスリー
ダーの輩出を支援することで、 より良い社会の構築と、後進のアントレプレナーの
育成にも寄与することを目指しています。

• 対象
社会に対して革新的な価値をもたらした事業家
ey.com/ja_jp/entrepreneur-of-the-year-japan

EY Entrepreneurial Winning WomenTM

• 表彰目的
女性経営者向けにビジネスに関する情報やネットワーキングの場を提供し、専門家
によるサポートを行うことで、イノベーションにあふれた女性経営者とその事業の成
長を応援することを目指します。

• 対象
女性経営者や女性エグゼクティブ
shinnihon.or.jp/about-us/entrepreneurship/eww/


