News Release

2021 年 12 月 1 日
独立行政法人
中小企業基盤整備機構

志の高いベンチャー起業家を表彰する
「第 21 回 JVA」最終ノミネート者を発表！
開催日：2021 年 12 月 17 日(金曜)

場所：虎ノ門ヒルズフォーラム

独立行政法人中小企業基盤整備機構（略称：中小機構、理事長：
豊永厚志、所在地：東京都港区）は、革新的で潜在成長力の高い事業
や社会課題解決を目指す事業を行う、志の高いベンチャー起業家を表
彰する「第 21 回 Japan Venture Awards （略称：JVA）」の最終ノミネー
ト者を別紙のとおり決定しました。
12 月 17 日に行われる表彰式では、最終ノミネート者の中から、経
済産業大臣賞および内閣府科学技術政策担当大臣賞をはじめとする
各賞の受賞者を発表します。
■JVA 表彰内容（※12 月 17 日の表彰式にて発表）
●経済産業大臣賞 1 件
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
●内閣府科学技術政策担当大臣賞 1 件
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 最大 2 件
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 最大 3 件
上記以外の優秀な事例のうち、公的支援策等を有効活用した模範的な事例となる経営者
●SDGs 特別賞 最大 2 件
上記以外の優秀な事例のうち、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 2 件程度（応募状況・内容を勘案して決定）
●JVCA 特別奨励賞 2 件程度（応募状況・内容を勘案して決定）
●ベンチャーキャピタリスト奨励賞 数件程度
表彰式に併せて、「宇宙ビジネスが創生するイノベーションと SDGs」、「VC と起業家の連携で構築する地
方経済のベンチャーエコシステム」、「急成長を成し遂げる起業家マインドとは？」と題したトークプログラ
ムを実施します。今回の表彰式プログラムは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、オン
ラインにて配信します。配信中はオンライン名刺交換も可能ですので是非ご視聴ください。
詳細・オンライン視聴申込みはホームページ（https://j-venture.smrj.go.jp/）をご確認ください。

■表彰式イベント開催概要
主

催:独立行政法人中小企業基盤整備機構

開催場所:虎ノ門ヒルズフォーラム（東京都港区虎ノ門 1-23-3 虎ノ門ヒルズ森タワー5F）
※会場は関係者・招待者・メディアのみとなります。一般の方はオンライン配信にお申込みください。
開催日時:2021 年 12 月 17 日(金曜) 14 時 00 分～17 時 50 分 ※表彰プログラム 15 時 25 分～
■JVA とは
JVA 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。有望なベンチャー起業家を経営者のロールモデルとして
広く社会に周知し、次世代経営者の育成を図ることを目的として、2000 年から開催しています。

＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞

中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小・小規模事業者・ベンチャー企業のイノベーションや
地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。経営環境
の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、人材の
育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企業
支援機関の支援力の向上に協力します。
＜本件に関するお問い合わせ先＞
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
創業・ベンチャー支援部 創業・ベンチャー支援課（担当者：桑名、橋本、青木）
住所：東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37 森ビル
電話：03-6459-0732 （ダイヤルイン）

（別紙）

第 21 回 JVA 受賞候補者（ノミネート者）等

一覧

【経済産業大臣賞、内閣府科学技術政策担当大臣賞、中小企業庁長官賞、
中小機構理事長賞、SDGs 特別賞、ＪＶＡ審査委員会特別賞 候補】 （※五十音順）
岡島 礼奈氏 株式会社 ALE 代表取締役 CEO
（会社所在地：東京都港区 URL: https://star-ale.com/）
人工衛星の開発・運用により、人工流れ星等の宇宙エンタメ事業、ローレンツ力を利用した人工
衛星の高度低下によるデブリ化防止事業、中層大気データの高頻度・低コストでの取得により精
度を向上させた気象予報サービス提供事業を展開する。

佐竹 晃太氏 株式会社 CureApp 代表取締役兼医師
（会社所在地：東京都中央区 URL: https://cureapp.co.jp/）
従来の医薬品やハードウェアでは治療効果が不十分だった病気を治すため、医学的エビデン
スに基づいた医療機器である疾患治療用アプリの開発を行う。

島田 幸輝氏 SyntheticGestalt 株式会社 代表取締役社長
（会社所在地：東京都新宿区 URL: https://syntheticgestalt.com/）
AI による新薬の発明の量産を目指して、新薬の候補化合物の発見を行う機械学習モデルの開
発を行う。

杉江 理氏

WHILL 株式会社

代表取締役社長 CEO

（会社所在地：東京都品川区 URL: https://whill.inc/jp/）
最終目的地までのラストワンマイルをつなぐための、近距離用のモビリティの開発・販売・シェア
リング、MaaS 事業を行う。

谷口 優氏

株式会社 TableCheck

代表取締役

（会社所在地：東京都中央区 URL: https://www.tablecheck.com/ja/company/）
飲食店運営におけるオペレーションの自動化・最適化を図るための予約・顧客管理システムをク
ラウドサービスとして提供する。

中西 智之氏 株式会社 T-ICU 代表取締役 CEO
（会社所在地：兵庫県神戸市 URL: https://www.t-icu.co.jp/）
集中治療室の設備はあるが集中治療専門医のいない病院向けに、専門医による 24 時間 365
日のアドバイスを遠隔で提供する。

中野 剛人氏 株式会社 eWeLL 代表取締役社長
（会社所在地：大阪府大阪市 URL: https://ewell.co.jp/）
業務効率化とより良い地域包括ケア、在宅療養の実現を支援する、訪問看護専用電子カルテ等
の開発及びサービス提供を行う。

平崎 誠司氏 オリシロジェノミクス株式会社 代表取締役
（会社所在地：東京都文京区 URL: https://www.oriciro.com/）
ワクチン、遺伝子治療等向けに、セルフリー（無細胞系）によるゲノム技術（長鎖 DNA 合成）に基
づく、研究試薬の販売等を行う。

平田 祐介氏 Repro 株式会社 代表取締役
（会社所在地：東京都渋谷区 URL: https://repro.io/）
AI を活用し、メールやプッシュ通知等を顧客毎に最適化するカスタマーエンゲージメントプラット
フォームの開発・提供を行う。

Gajamohan Mohanarajah 氏

Rapyuta Robotics 株式会社 代表取締役兼 CEO

Arudchelvan Krishnamoorthy 氏

Rapyuta Robotics 株式会社 代表取締役兼 CFO

（会社所在地：東京都江東区 URL: https://www.rapyuta-robotics.com/ja/）
クラウドロボティクスプラットフォーム（クラウドサービスとして提供されるロボット制御ソフト）の開
発・提供により、生産・流通の現場へのロボット導入促進による課題解決を図る。

【JVCA 特別奨励賞】
奥原 啓輔氏 プラチナバイオ株式会社 代表取締役 CEO
（会社所在地：広島県東広島市 URL: https://www.pt-bio.com/）
産業利用に最適なゲノム編集技術を基に、ゲノム編集ツールの提供、AI ゲノム編集データベー
スの提供等を行う。

【ベンチャーキャピタリスト奨励賞】 （※五十音順）
天野 雄介氏 STRIVE 株式会社 代表パートナー
曽我 悠平氏 フェムトパートナーズ株式会社 General Partner
藤井 淳史氏 ジャフコ グループ株式会社 パートナー

（注）候補者の情報は応募時点のものです。

