あなたの挑戦で、
世界に新たな
火をともせ。

ベンチャー起業家・ベンチャーキャピタリスト 募集！
日本のベンチャー企業の可能性を世界へ〈表彰式の模様をオンライン配信〉

募集
期間

2021.7.1 Thu.- 8.23 Mon.

詳しくは公式HPから

ベンチャーアワード

https://j-venture.smrj.go.jp/

【主催】独立行政法人中小企業基盤整備機構 【後援】経済産業省中小企業庁 ほか

あなたの挑戦で、
世界に新たな
火をともせ。
Japan Venture Awardsは、
革新的かつ潜在成長力の高い事業や、
社会的課題の解決に資する事業を行う、
志の高いベンチャー企業の経営者を称える表彰制度です。
2000年以来、313名のベンチャー経営者等が受賞し、
それぞれの事業とともに
日本を支えるリーダーへと成長を遂げています。
次なる日本のリーダーとして果敢に挑戦する起業家を、
ロールモデルとして広く紹介することで、
創業機運を高め、日本における創業の促進を図ります。

第21回 Japan Venture Awards

▶応募対象

創業後概ね15年以内※1であり、高い志を持ち、自立する中小企業など※2 の経営者又は代表者
※1 社歴に関わらず、経営の多角化や事業転換により、新事業展開した場合を含む。 ※2 企業を主な対象といたしますが、NPO法人、LLC（合同会社）などの応募も可能とします。

▶中小企業について

募集対象とする中小企業などは、下記のいずれかに該当する個人事業主、法人又はそれらによって構成される組織とし、
活動主体が国内にあるものとします。
（中小企業基本法より）
●製造業その他
●卸売業

●小売業

●サービス業

資本金3億円以下、又は常時使用する従業員が300人以下

資本金1億円以下、又は常時使用する従業員が100人以下

資本金5千万円以下、又は常時使用する従業員が50人以下

資本金5千万円以下、又は常時使用する従業員が100人以下

▶前回（JVA2021）応募状況

創業間もないベンチャーから、第2創業に取り組む中小企業まで、幅広い業種・社歴の経営者から応募いただいています。
年代層も20〜70代まで幅広く、多様性に富んだベンチャー経営者の発掘につながっています。

■事業内容

■設立年数

情報通信業
製造業
サービス業
その他
学術研究・専門・技術サービス業
医療・福祉
卸売業・小売業
農業・林業
電気・ガス・熱供給・水道業
教育・学習支援業
運輸業
金融・保険業
宿泊業・飲食サービス業
生活関連サービス、娯楽業
建設業
不動産業、物品賃貸業

3%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

0

6%
5%

10%

16%

13%
12%

■経営者の年代
70代 4%

24%

11年以上
17%

0〜3年
28%

60代
10%

10

15

20

30代
27%

50代
21%

4〜10年
55%

5

20代 3%

40代
35%

25

▶審査基準

経営者の資質、成長性、革新性、社会性について審査を行います。

▶審査員

有識者で構成された第21回JVA審査委員会で審査を行います。
第21回JVA審査委員会（敬称略・順不同）
●東出 浩教 氏
●小野 由理 氏
●高乗 正行 氏
●中野 慎三 氏
●坂本 祥純 氏
●吉田 剛 氏

早稲田大学大学院経営管理研究科（早稲田大学ビジネススクール）
教授 ／ 日本ベンチャー学会
株式会社三菱総合研究所

理事

広報部長

株式会社チップワンストップ 代表取締役社長
一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会
国立研究開発法人科学技術振興機構

会長

産学共同開発部長

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

イノベーション推進部長

ベンチャーキャピタリスト奨励賞

▶応募対象

現在、ベンチャー企業に対して支援を行っており、今後も継続して活動するベンチャーキャピタリスト
※直近1年間の新規上場案件における投資実績等を勘案し、ベンチャーキャピタリスト奨励賞審査委員会による推薦を合わせて実施します。

▶審査基準

これまでのベンチャー企業に対する支援活動内容・実績、イノベーション・社会への貢献度について審査を行います。

▶審査員（敬称略・順不同）
●東出 浩教 氏
●赤浦 徹 氏
●市川 隆治 氏
●高乗 正行 氏

早稲田大学大学院経営管理研究科（早稲田大学ビジネススクール）
教授 ／ 日本ベンチャー学会
一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 会長
一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター
株式会社チップワンストップ 代表取締役社長

※応募の詳細については応募要項をご確認ください。

理事長

理事

表彰名（予定）

経済産業大臣賞

事業内容、活動実績、経営者の資質や社会的な評価（貢献度）などを総合的に評価の上、他の企業の模範として相応しい極めて優秀な経営者。

内閣府特命担当大臣（科学技術政策担当）賞

社会的な課題の解決に向けて、革新性に優れた科学技術等を基に、
将来の社会や産業にイノベーションを起こす可能性を持つ、他の企業の模範として相応しい極めて優秀な経営者。

中小企業庁長官賞

事業内容、活動実績、経営者の資質などを総合的に評価して特に優秀な経営者。

中小機構理事長賞

優秀な事例のうち、公的支援策などを有効活用した模範的な事例となる経営者。

SDGs特別賞

優秀な事例のうち、特にSDGsに貢献する事業を行う模範的な事例となる経営者。

JVA審査委員会特別賞

上記以外で、事業その他の特徴と経営者を総合的に評価して、テーマ別に特別表彰を行う。

JVCA特別奨励賞

上記以外で、創業後5年以内の将来更なる活躍が期待される経営者。

ベンチャーキャピタリスト奨励賞

活動内容、活動実績、イノベーションへの貢献度、社会への貢献度等を総合的に評価の上、
今後の活躍が期待されるベンチャーキャピタリスト（事業会社の投資担当者を含む）。

応募手順

❶ 公式ホームページ（HP）より「事前申込ID」を取得する ※ID取得申請後、事務局よりメールでIDを発行。応募の未受理を防ぐためご協力をお願いします。
❷ 公式HPから『応募様式』をダウンロード

ベンチャーアワード

❸ 提出書類の準備・作成

提出書類

□ 応募様式（A4）
□ 会社案内（3点以内）
□ 製品・技術・サービスの説明資料（A4・3枚以内）
□ 過去3年分の財務諸表（貸借対照表・損益計算書）※ただし決算を迎えていない企業の場合不要です。
□ 新聞・雑誌などの掲載記事（3点以内）※無ければ不要です
□ 推薦様式 ※任意
ベンチャー
キャピタリスト奨励賞
提出書類

❹ 提出書類を事務局に
E-mailで提出

□ 応募様式（A4）
□ 添付資料（応募内容を補完する資料。必要に応じ提出。A4・5枚程度）
応募書類の送付先・お問い合わせ先

第21回JVA運営事務局

【E-mail】jva＠operation-desk.jp 【TEL】03-3292-5088

スケジュール

書類締切

募集開始

2021年
8月23日（月）
必着
ベンチャー
キャピタリスト奨励賞
2021年
8月23日（月）必着

書類審査
1次審査・
2次審査

書類審査の
結果通知
10月下旬

※ご応募いただきました皆様には、
「書類受理の確認（メール）」および「選考結果（書面）」をご連絡申し上げます。

面接審査

11月9日（火）
ベンチャー
キャピタリスト奨励賞
後日連絡

表彰式（受賞者発表）
2021年12月17日
（金）

【会場】虎ノ門ヒルズフォーラム

前回（JVA2021）受賞者紹介
経済産業大臣賞

内閣府特命担当大臣
（科学技術政策担当）賞

林 要氏

福田 恵一 氏

GROOVE X 株式会社
代表取締役社長

Heartseed株式会社
代表取締役CEO

慶應医学部発の再生医療ベンチャーで、重症
心不全の抜本的治療法を開発中。iPS細胞か
ら製造した高純度の心筋細胞塊を心臓に移
植することで、心臓の収縮力改善を目指す。

「ロボティクスで、人間のちからを引き出す」と
いうミッションを掲げ、人の愛するちからを育
み 生 活 に 潤 い をもたらす 家 族 型 ロ ボット
“LOVOT”を製造販売しています。

中小企業庁長官賞

中小企業庁長官賞

會田 武史 氏

坂野 哲平 氏

株式会社RevComm
代表取締役

株式会社アルム
代表取締役社長

医療・福祉アプリケーションの開発・提供。医
療関係者間コミュニケーションアプリ「Join」
は、医療機器プログラムとして日本で初めて保
険診療の適用が認められた。

「コミュニケーションを再発明し、人が人を想う
社会を創る」を理念に、AI × Voice × Cloud
を軸に電話営業を可視化する音声解析AI電話
MiiTel提供。

中小機構理事長賞

中小機構理事長賞

伊藤 秀嗣 氏

中川 祥太 氏

独自の倉庫管理システムを通じて提携倉庫を
ネットワーク化・物流業務の効率化と一元化を
実現し、固定費ゼロ・従量課金で利用可能な
物流フルフィルメントサービスを提供。

日常業務から経理・採用・人事・営業などの専
門職種まで幅広い業務を対応するオンライン
アシスタントサービス「CASTER BIZ」をはじ
めとした人材事業運営。

JVA審査委員会特別賞

JVA審査委員会特別賞

内山 英俊 氏

清水 信哉 氏

GPS、ビーコンネットワーク、IoTセンサー等で
あらゆるリアル行動をデータ化。月100億件超
のビッグデータをAI解析し、小売流通・交通企
業等のDXを支援。

プリンテッド・エレクトロニクス技術に基づい
た、これまでより桁違いに小さな資源・環境負
荷で電子回路を製造する独自技術により自社
での回路製造及び装置販売を行う。

JVA審査委員会特別賞

JVCA特別奨励賞

関藤 竜也 氏

藤岡 直 氏

クラダシは、社会貢献型フードシェアリングプ
ラットフォーム「KURADASHI」の企画・開発・
運営を行うことでフードロスの削減に取り組
んでいます。

微生物を対象としたシングルセルゲノム解析
プラットフォームbit-MAP®を開発し、微生物
応用に向けた研究・開発を行う企業・アカデミ
アに提供しています。

株式会社キャスター
代表取締役

株式会社オープンロジ
代表取締役社長 CEO

エレファンテック株式会社
代表取締役社長

株式会社unerry
代表取締役CEO

bitBiome株式会社
代表取締役社長CEO

株式会社クラダシ
代表取締役社長

前回（JVA2021）ベンチャーキャピタリスト奨励賞 受賞者紹介

安西 智宏 氏

株式会社
ファストトラックイニシアティブ
代表パートナー

井出 啓介 氏

株式会社東京大学
エッジキャピタルパートナーズ
（UTEC）
パートナー

本多 央輔 氏
DCMベンチャーズ
General Partner /
日本代表

※社名・役職等は受賞当時のものを記載

後 援（予定）

中小企業庁

国立研究開発法人科学技術振興機構

国立研究開発法人産業技術総合研究所

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

独立行政法人情報処理推進機構

株式会社日本政策金融公庫

株式会社日本政策投資銀行

株式会社商工組合中央金庫

日本商工会議所

全国商工会連合会

全国中小企業団体中央会

一般財団法人ベンチャーエンタープライズセンター

公益社団法人日本ニュービジネス協議会連合会

全国イノベーション推進機関ネットワーク

福岡市

NPO法人ETIC.

全国地方新聞社連合会

日本経済新聞社

日本ベンチャー学会

一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会

オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会

協 力（予定）

有限責任 あずさ監査法人

DRIVE（運営：NPO法人ETIC.）

INNOVATION LEADERS SUMMIT
（運営：株式会社プロジェクトニッポン）

日刊工業新聞社

銀座セカンドライフ株式会社

一般社団法人日本スタートアップ支援協会

月刊事業構想

特定非営利活動法人インデペンデンツクラブ

JMA GARAGE（一般社団法人日本能率協会）

中小機構（正式名称：中小企業基盤整備機構）は経済産業省所管の独立行政法人で、中小企業施策の総合的な実施機関としての役割を果たしています。
【 主 催 】独立行政法人中小企業基盤整備機構
【運営事務局】第21回JVA運営事務局 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-10 ADEXビル6F TEL 03-3292-5088 E-mail jva＠operation-desk.jp

