
　※社名および役職は、受賞時の情報です。

【平成12年度】

●起業家部門

表彰 所在地

経済産業大臣表彰 和田　英孝 ジーマ（株） 代表取締役 静岡県

中小企業庁長官表彰 井出　剛 （株）トランスジェニック 代表取締役社長 熊本県

優秀賞 武内　勇 （株）ミレニアムゲートテクノロジー 代表取締役社長 大阪府

優秀賞 吉田　哲夫 パーキテック（株） 取締役社長 広島県

部門賞 中山　廣男 テフコ青森（株） 代表取締役 青森県

部門賞 西山　浩平 エレファントデザイン（株） 代表取締役 東京都

部門賞 岩宮　陽子 （株）飾一 代表取締役社長 神奈川県

部門賞 深田　純子 ステラケミファ（株） 代表取締役社長 大阪府

地域振興賞 ロス・フィンドレー （有）ニセコアドベンチャーセンター 代表取締役 北海道

地域振興賞 平岩　隆一 ユニレックス（株） 代表取締役社長 北海道

地域振興賞 熊谷　眞一 （株）シベール 代表取締役社長 山形県

地域振興賞 武田　陽子 （株）武田商店おそうじまま 取締役 愛知県

地域振興賞 水越　裕治 株式会社アクトリームラタ 代表取締役社長 石川県

地域振興賞 由井　啓之 （株）タイムドメイン 代表取締役社長 京都府

地域振興賞 島田　正春 トオーショウロジテック（株） 代表取締役 広島県

地域振興賞 菊野　季彦 （株）ワールドテック 代表取締役社長 徳島県

地域振興賞 高杉　弘美 （株）夢や 代表取締役社長 香川県

地域振興賞 倉田　雄平 つちやゴム（株） 代表取締役 熊本県

【平成14年度】

●起業家部門

表彰 所在地

経済産業大臣表彰 四倉　幹夫 （株）クラステクノロジー 代表取締役 東京都

中小企業庁長官表彰 石岡　聖悟 オー・エイチ・ティー（株） 代表取締役社長 広島県

フォーラム会長表彰 鳴海　鼓大 （株）システム・ケイ 代表取締役 北海道

【平成15年度】

●起業家部門

表彰 所在地

経済産業大臣表彰 橋本　易周 （株）メディビック 代表取締役社長 東京都

中小企業庁長官表彰 杉本　哲哉 （株）マクロミル 代表取締役社長CEO 東京都

フォーラム会長表彰 高野　研 スリープロ（株） 代表取締役社長 東京都

奨励賞 大森　整 新世代加工システム（株） 取締役 埼玉県

奨励賞 吉松　徹郎 （株）アイスタイル 代表取締役兼CEO 東京都

奨励賞 藤田　洪太郎 萩ガラス工房（有） 代表取締役 山口県

奨励賞 小林　宏至 （株）甲南チケット 代表取締役 兵庫県

奨励賞 水口　博義 （株）京都モノテック 代表取締役 京都府

奨励賞 林　晃生 （株）バーンリペア 代表取締役社長 東京都

奨励賞 室園　幹夫 （株）クリーンベンチャー２１ 代表取締役社長 京都府

【平成16年度】　JVA2005

●起業家部門

表彰 所在地

経済産業大臣表彰 奧　キヌ子 レキオファーマ（株） 代表取締役社長 沖縄県

中小企業庁長官表彰 芝田　由和 （株）昌和化成 代表取締役 大阪府

フォーラム会長表彰 和田　智之 （株）メガオプト 代表取締役社長 埼玉県

委員長特別賞 金　武祚 （株）ファーマフーズ 代表取締役社長　 京都府

委員長特別賞 牧野内　昭武 （株）先端力学シミュレーション研究所 理事長 埼玉県

奨励賞 伊井田　栄吉 （株）ワールドインテック 代表取締役社長 福岡県

奨励賞 佐田　勉 パイオニクス（株） 代表取締役 滋賀県

奨励賞 白鳥　典彦 マイクロストーン（株） 代表取締役社長 長野県

奨励賞 高安　正勝 ベンチャー高安（有） 代表取締役 沖縄県

奨励賞 寺島　今朝成 （株）ウッドビルド 代表取締役 長野県

奨励賞 中山　章三 アムテック（株） 代表取締役 大阪府

奨励賞 馬場　正信 （株）アイエルワイコーポレーション 代表取締役社長 東京都

奨励賞 大和　信夫 ヴイストン（株） 代表取締役 大阪府
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【平成17年度】 JVA2006

●起業家部門

表彰 所在地

経済産業大臣表彰 近藤　太香巳 （株）ネクシィーズ 代表取締役社長 東京都

中小企業庁長官表彰 大社　聡 メビックス（株） 代表取締役 東京都

フォーラム会長表彰 高乗　正行 （株）チップワンストップ 代表取締役社長 神奈川県

委員長特別賞 黒越　誠治 （株）デジサーチアンドアドバタイジング 代表取締役 東京都

委員長特別賞 阪本　惠子 （株）ビッグバイオ 代表取締役 熊本県

奨励賞 江藤　晃 （株）エイジア 代表取締役 東京都

奨励賞 大野　忠夫 セルメディシン（株） 代表取締役社長 茨城県

奨励賞 工藤　正也 トレジャーオブテクノロジー（株） 代表取締役 熊本県

奨励賞 谷口　政人 （株）ファブリカコミュニケーションズ 代表取締役社長 愛知県

奨励賞 中村　たかお （株）エヌ・ピー 代表取締役社長 新潟県

奨励賞 樋山　証一 （株）ウイング 代表取締役 新潟県

奨励賞 松尾　龍一 （株）マグナデザインネット 代表取締役社長 沖縄県

奨励賞 山田　太郎 ネクステック（株） 代表取締役社長CEO 東京都

奨励賞 吉岡　政晴 （株）キャリアブレイン 代表取締役 東京都

【平成18年度】  JVA2007

●起業家部門

表彰 所在地

経済産業大臣表彰 松下 敬通 （株）環境経営総合研究所　 代表取締役社長 東京都

中小企業庁長官表彰 浅田　剛治 （株）ノバレーゼ 代表取締役社長 東京都

フォーラム会長表彰 漆畑 直樹 （株）シームス　 代表取締役 東京都

委員長特別賞 齋藤 公男 （株）ジェイ・エス・エル　 代表取締役 京都府

委員長特別賞 宮嶌 裕二 （株）モバイルファクトリー　 代表取締役社長 東京都

奨励賞 高橋 邦芳 アスプローバ（株） 代表取締役社長 東京都

奨励賞 永吉 一郎 （株）神戸デジタル・ラボ 代表取締役社長 兵庫県

奨励賞 藤川　英士 ノイアンドコンピューティング（株）　 代表取締役 広島県

●シニア部門（新設賞）

表彰 所在地

シニア賞 相沢 幹雄  アクアフェアリー（株）　 代表取締役社長 京都府

シニア賞 石川 敏夫 三洋テグス（株） 代表取締役 埼玉県

シニア賞 笹谷 廣治 （株）チャフローズコーポレーション 代表取締役 神奈川県

シニア賞 渡邊 敏幸 （株）イスマンジェイ 代表取締役社長 神奈川県

【平成19年度】 JVA2008

●起業家部門

表彰 所在地

経済産業大臣表彰 佐藤　俊彦 （株）ドクターネット 代表取締役 栃木県

中小企業庁長官表彰 眞崎　建次 （株）マサキ・エンヴェック 代表取締役 長崎県

フォーラム会長表彰 古川　保典 （株）オキサイド　 代表取締役社長 山梨県

委員長特別賞 久野　譜也 （株）ウェルネスリサーチ 代表取締役社長 茨城県

委員長特別賞 野坂　英吾 （株）　トレジャー・ファクトリー　 代表取締役社長 東京都

奨励賞 松下　剛 （株）ＭＴＧ 代表取締役 愛知県

奨励賞 田坂　正樹 （株）インフロー 代表取締役 東京都

奨励賞 田澤　由利 （株）ワイズスタッフ　 代表取締役 北海道

●シニア部門（新設賞）

表彰 所在地

シニア賞 岩谷　昭一 （株）アイオムテクノロジー　 取締役会長 新潟県

シニア賞 高取　美樹 リサイクルテック・ジャパン（株） 代表取締役 愛知県

シニア賞 長田　宏泰 ジャパンパック（株） 代表取締役社長 富山県
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【平成20年度】  JVA2009

●起業家部門

表彰 所在地

経済産業大臣表彰 有田　道生 エイケア・システムズ（株） 代表取締役 東京都

中小企業庁長官表彰 尾形　優子 （株）ミトラ 代表取締役 香川県

フォーラム会長表彰 藤本　伸也 （株）タックルベリー 代表取締役 神奈川県

委員長特別賞 藤原 雅章 （株）フォス　 代表取締役 岐阜県

シニア賞 内山　正克 （株）バイオ　エックス 代表取締役 京都府

奨励賞 高畑　昌隆 プールス（株） 代表取締役社長 愛知県

奨励賞 鎌田　義雄 日本環境製造（株） 代表取締役 東京都

奨励賞 村井　雄司 モバイルクリエイト（株） 代表取締役 大分県

奨励賞 西川　益通 （株）旬材　 代表取締役社長 大阪府

●地域起業家部門（新設賞）

表彰 所在地

委員長特別賞 月岡　忠夫 （株）ツキオカ 代表取締役社長 岐阜県

奨励賞 浜本　義夫 はますい（株） 代表取締役 北海道

奨励賞 片野 圭二 （株）アイカムス・ラボ 代表取締役 岩手県

奨励賞 谷口　とよ美 （株）リブネット 代表取締役 三重県

【平成21年度】  JVA2010

表彰 所在地

経済産業大臣表彰     　 竹本　直文 スターウェイ（株） 　 代表取締役社長 東京都

●創業部門

中小企業庁長官表彰 白形　知津江 （株）メールdeギフト 代表取締役 静岡県

創業ﾍﾞﾝﾁｬｰﾌｫｰﾗﾑ推進委員会委員長賞　 福野　泰介 （株）jig.jp　　　　　 　　　　　　 代表取締役社長 東京都

●ベンチャー部門

中小企業庁長官表彰 大石　佳能子 （株）メディヴァ　 代表取締役 東京都

創業ﾍﾞﾝﾁｬｰﾌｫｰﾗﾑ推進委員会委員長賞　 二瀬　克規 　 （株）悠心 代表取締役社長 新潟県

【ＪＶＡ審査委員会特別賞】

環境特別賞 石出　和博 　 ハウジングオペレーション（株） 代表取締役 北海道

社会貢献特別賞 大野　典也 （株）ステムセル研究所 代表取締役会長 東京都

環境特別賞　 岡田　治 （株）ルネッサンス・エナジー・リサーチ 代表取締役社長 大阪府

社会貢献特別賞 小松　真実 ミュージックセキュリティーズ（株） 代表取締役 東京都

ＩＴ特別賞　 傍島　祥夫 （株）ネクステージ 代表取締役社長 埼玉県

モノづくり特別賞　　 高柳　真 （株）TRINC 代表取締役 静岡県

ＩＴ特別賞 寺田　親弘 三三（株） 代表取締役社長 東京都

地域貢献特別賞 成田　光秀 （株）かめあし 代表取締役 青森県

第二創業特別賞　 堀井　淳　 （株）ニシエフ 代表取締役社長 山口県

【平成22年度】  JVA2011

表彰 所在地

経済産業大臣表彰 鍵本　忠尚 アキュメンバイオファーマ（株） 代表取締役社長兼ＣＥＯ 福岡県

中小企業庁長官表彰 秋元　義彦 （株）パン・アキモト 代表取締役 栃木県

中小企業庁長官表彰 池山　紀之 （株）ウロメディカルジャパン 代表取締役 愛知県

中小機構理事長賞 伊久間　努 （株）ウォーターダイレクト 代表取締役社長 東京都

中小機構理事長賞 中村　誠司 中央電力（株） 代表取締役 東京都

中小機構理事長賞 森下　竜一 アンジェスMG（株） 取締役 大阪府

ＪＶＡ審査委員会特別賞　モノづくり特別賞 飯田　勝康 （株）アイテック 代表取締役 大阪府

ＪＶＡ審査委員会特別賞　モノづくり特別賞 村本　宜彦 ナイトライド・セミコンダクター（株） 代表取締役 徳島県

ＪＶＡ審査委員会特別賞　地域貢献特別賞 岩井　万祐子 （株）ホト・アグリ 代表取締役 静岡県

ＪＶＡ審査委員会特別賞　地域貢献特別賞 萩原　章史 （株）食文化 代表取締役社長 東京都

ＪＶＡ審査委員会特別賞　大学発ベンチャー 特別賞 柴　肇一 リジェンティス（株） 代表取締役 長野県

ＪＶＡ審査委員会特別賞　大学発ベンチャー 特別賞 橋本　剛 （株）名城ナノカーボン 代表取締役 愛知県

ＪＶＡ審査委員会特別賞　ＩＴ特別賞 池田　武弘　 （株）トリプレットゲート 代表取締役CIO 東京都

ＪＶＡ審査委員会特別賞　ＩＴ特別賞 屋代　浩子 フォルシア（株） 代表取締役社長 東京都

ＪＶＡ審査委員会特別賞　新事業展開特別賞 小野原　龍弘 トーマス（株） 代表取締役 福岡県

ＪＶＡ審査委員会特別賞　海外事業展開特別賞 顧　澤蒼 （株）アポロジャパン 代表取締役 神奈川県
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【平成23年度】 JVA2012

表彰 所在地

経済産業大臣賞 出雲　充 （株）ユーグレナ 代表取締役 東京都

中小企業庁長官賞 徳重  徹 Terra Motors（株） 代表取締役 東京都

中小企業庁長官賞 山口　葉子 （株）ナノエッグ 代表取締役社長 神奈川県

中小機構理事長賞 白木　夏子 （株）HASUNA 代表取締役 東京都

中小機構理事長賞 長  武志 トータルケア・システム（株） 代表取締役 福岡県

中小機構理事長賞 古川　誠 （株）ライフ 代表取締役 埼玉県

JVA審査委員会特別賞 東日本大震災被災地支援特別賞 黒川　健太 （株）生産者直売のれん会 代表取締役社長 東京都

JVA審査委員会特別賞 地域振興特別賞 斉川　満 （株）サイモンズ 代表取締役社長 東京都

JVA審査委員会特別賞 新エネルギー特別賞 土橋　治郎 ロハスソーラージャパン（株） 代表取締役 長崎県

JVA審査委員会特別賞 先端技術特別賞 山下　寿也 エウレカコンピューター（株） 代表取締役社長 埼玉県

東日本大震災復興賞 佐藤　博文 きのこのＳＡＴＯ販売（株） 代表取締役 岩手県

【平成24年度】  JVA2013

表彰 所在地

経済産業大臣賞 井口　一世 （株）井口一世 代表取締役 埼玉県

中小企業庁長官賞 朴　栄光 イービーエム（株） 代表取締役社長 東京都

中小企業庁長官賞 三原　邦彦 （株）ビー・スタイル 代表取締役社長 東京都

中小機構理事長賞 岩橋　孝行 出萌（株） 代表取締役 福岡県

中小機構理事長賞 加藤　智久 （株）レアジョブ 代表取締役社長 ＣＥＯ 東京都

中小機構理事長賞 武田　常広 （株）新領域技術研究所 取締役会長 千葉県

ＪＶＡ審査委員会委員長賞 河野　貴輝 （株）ティーケーピー 代表取締役社長 東京都

高齢者雇用支援特別賞 上田　研二 （株）　高齢社 代表取締役会長 東京都

ソーシャルアントレプレナー 特別賞 鈴木　慶太 （株）Kaien 代表取締役 東京都

技術イノベート特別賞 田島　敏行 （株）コンタクト 代表取締役 神奈川県

ニュービジネスモデル特別賞 元榮　太一郎 オーセンスグループ（株） 代表取締役社長 弁護士 東京都

先端医療技術特別賞 矢﨑　雄一郎 テラ（株） 代表取締役社長 社長執行役員 東京都

住生活貢献特別賞 山本　強 地盤ネット（株） 代表取締役 東京都

東日本大震災復興賞 早瀬　渉 （株）ラポールヘア・グループ 代表取締役 宮城県

表彰者名

表彰者名
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【平成25年度】 JVA2014

表彰 所在地

経済産業大臣賞 鈴木 堅之 株式会社TESS 代表取締役 宮城県

中小企業庁長官賞 吉田 大介 株式会社エーアイ 代表取締役 東京都

中小機構理事長賞 王 波 つくばテクノロジー株式会社 代表取締役 茨城県

中小機構理事長賞 片桐 実央 銀座セカンドライフ株式会社 代表取締役 東京都

中小機構理事長賞 齊藤 哲夫 株式会社内外 代表取締役社長 群馬県

ＪＶＡ審査委員会委員長賞 辻 庸介 株式会社マネーフォワード 取締役会長社長CEO 東京都

ビジネスモデル活用特別賞 宮沢 文彦 株式会社ボルテックス 代表取締役社長 東京都

地域商業貢献特別賞 一之瀬 卓 株式会社ipoca 代表取締役社長 東京都

農商工連携特別賞 日野 美貴 株式会社西日本冷食 代表取締役 福岡県

社会貢献特別賞 甲田 恵子 株式会社AsMama 代表取締役社長 神奈川県

震災復興支援特別賞 丸尾 茂明 株式会社抗菌研究所 代表取締役 栃木県

東日本大震災復興賞 岩佐 大輝 株式会社GRA 代表取締役CEO 宮城県

【平成26年度】  JVA2015

表彰 所在地

経済産業大臣賞 手島　大輔 株式会社トライフ 代表取締役 神奈川県

中小企業庁長官賞 阿部　正彦 アクテイブ株式会社 取締役副社長 千葉県

中小企業庁長官賞 福田　光男 株式会社ライトニックス 代表取締役 兵庫県

中小機構理事長賞 大西　直規 岡山県青果物販売株式会社 代表取締役 岡山県

中小機構理事長賞 小林　泰士 株式会社マーケットエンタープライズ 代表取締役 東京都

中小機構理事長賞 湯野川　孝彦 株式会社すららネット 代表取締役社長 東京都

東日本大震災復興賞 引地　恵 一般社団法人WATALIS 代表理事 宮城県

ライフスタイル創造特別賞 井下　孝之 株式会社ホワイトプラス 代表取締役社長 東京都

医療技術奨励特別賞 角田　健治 iHeart Japan株式会社 代表取締役社長 京都府

グローバル人材育成支援特別賞 小沼　大地 特定非営利活動法人クロスフィールズ 代表理事 東京都

アントレプレナー特別賞 佐藤　仙務 株式会社仙拓 代表取締役社長 愛知県

介護福祉特別賞 高丸　慶 株式会社ホスピタリティ・ワン 代表取締役 東京都

社会貢献特別賞 橋本　昌子 株式会社スパーテル 代表取締役 石川県

地方創生特別賞 濱田　茂 株式会社サラヴィオ化粧品 代表取締役会長 大分県

ヘルスケア貢献特別賞 吉田　政樹 スリープウェル株式会社 代表取締役 大阪府

【平成27年度】  JVA2016

表彰 所在地

経済産業大臣賞 及川　智正 株式会社農業総合研究所 代表取締役CEO 和歌山県

中小企業庁長官賞 遠藤　優介 株式会社遠藤商事・Holdings． 代表取締役 東京都

中小企業庁長官賞 林　隆弘 HEROZ株式会社 代表取締役CEO 東京都

中小機構理事長賞 高野　雅彰 株式会社DG TAKANO 代表取締役 大阪府

中小機構理事長賞 本藏　俊彦 クオンタムバイオシステムズ株式会社 代表取締役社長 大阪府

東日本大震災復興賞 山﨑　敦義 株式会社TBM 代表取締役社長 東京都

JVA審査委員長賞 吉野　巌 マイクロ波化学株式会社 代表取締役社長CEO 大阪府

先端技術活用特別賞 青木　崇行 カディンチェ株式会社 代表取締役 東京都

クールジャパン特別賞 石川　慶蔵 有限会社佐賀ダンボール商会 代表取締役社長 佐賀県

技術イノベート特別賞 伊藤　朋子 inQs株式会社 代表取締役社長 東京都

グローバル展開特別賞 多田　潔 株式会社アイオイ・システム 代表取締役社長 東京都

日本文化再生特別賞 他力野　淳 バリューマネジメント株式会社 代表取締役 大阪府

社会インフラ貢献特別賞 藤田　正吾 FSテクニカル株式会社 代表取締役 東京都

eコマース推進特別賞 松田　雅也 八面六臂株式会社 代表取締役 東京都

表彰者名

表彰者名
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【平成28年度】  JVA2017 （１0件）

表彰 所在地

経済産業大臣賞 塩村　仁 ノーベルファーマ株式会社 代表取締役社長 東京都

中小企業庁長官賞 岩元　美智彦 日本環境設計株式会社 代表取締役会長 東京都

中小企業庁長官賞 森　有一 メビオール株式会社 代表取締役社長 神奈川県

中小機構理事長賞 岩渕　拓也 セルスペクト株式会社 代表取締役 岩手県

中小機構理事長賞 佐藤　輝明 株式会社STG 代表取締役社長 大阪府

中小機構理事長賞 徐　剛 株式会社三次元メディア 取締役代表執行役社長 滋賀県

東日本大震災復興賞 富山　泰庸 ロッツ株式会社 代表取締役 岩手県

JVA審査委員長賞 山田　敏夫 ライフスタイルアクセント株式会社 代表取締役 熊本県

eコマース推進特別賞 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 北海道

技術イノベート特別賞 藤森　直治 株式会社イーディーピー 代表取締役社長 大阪府

【平成29年度】  JVA2018 （11件）

表彰 所在地

経済産業大臣賞 垣内 俊哉 株式会社ミライロ 代表取締役社長 大阪府

中小企業庁長官賞 滝野 一征 株式会社MUJIN CEO 兼 共同創業者 東京都

中小企業庁長官賞 平田 勝則 コネクテックジャパン株式会社 代表取締役 CEO 新潟県

中小機構理事長賞 辻 紘一郎 株式会社ツーセル 代表取締役社長 広島県

中小機構理事長賞 福沢 博志 株式会社光コム 代表取締役社長 東京都

JVA審査委員長賞 久田 康弘 株式会社Liquid 代表取締役 東京都

eコマース推進特別賞 天沼 聰 株式会社エアークローゼット 代表取締役社長 兼 CEO 東京都

ワークライフバランス推進特別賞 中村 朱美 株式会社minitts 代表取締役 京都府

バイオ産業推進特別賞 森 敬太 サンバイオ株式会社 代表取締役社長 東京都

【平成30年度】  JVA2019 （10件）

表彰 所在地

経済産業大臣賞 人羅 俊実 株式会社FLOSFIA 代表取締役社長 京都府

中小企業庁長官賞 竹延 幸雄 株式会社ＫＭユナイテッド 取締役社長 京都府

中小企業庁長官賞 中島 徳至 Global Mobility Service 株式会社 代表取締役　社長執行役員／CEO 東京都

中小機構理事長賞 秋枝 静香 株式会社サイフューズ 代表取締役 東京都

中小機構理事長賞 中西 敦士 トリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社 代表取締役 東京都

中小機構理事長賞 水野 雄介 ライフイズテック株式会社 代表取締役CEO 東京都

SDGs推進特別賞 秋田 智司 WASSHA株式会社 代表取締役CEO 東京都

eコマース推進特別賞 上ノ山 慎哉 スタークス株式会社 代表取締役 東京都

【令和元年度】  JVA2020 （９件）

表彰 所在地

経済産業大臣賞 桜庭 喜行 Varinos株式会社 代表取締役 東京都

科学技術政策担当大臣賞 岡田 光信 株式会社アストロスケールホールディングス 創業者兼CEO 東京都

中小企業庁長官賞 東 志保 株式会社Lily MedTech 代表取締役 東京都

中小企業庁長官賞 今林 広樹 EAGLYS株式会社 代表取締役社長 東京都

中小機構理事長賞 藤原 健真 株式会社HACARUS 代表取締役CEO 京都府

中小機構理事長賞 古川 卓司 株式会社ビードットメディカル 代表取締役社長 東京都

JVA審査委員会特別賞 今西 良光 株式会社Emotion Tech 代表取締役 東京都

JVA審査委員会特別賞 角田 望 株式会社LegalForce 代表取締役CEO 東京都

JVCA特別奨励賞 島田 寛基 LAPRAS株式会社 代表取締役 東京都

表彰者名

表彰者名

表彰者名

表彰者名
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