News Release

2021 年 12 月 17 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 Japan Venture Awards（略称：JVA）」
本日、経済産業大臣賞・内閣府科学技術政策担当大臣賞など受賞者発表！

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、本日、起業家表彰「第 21 回 Japan Venture Awards（略称：JVA）
」の表彰式（虎ノ門ヒ
ルズフォーラム 5 階）において、経済産業大臣賞や内閣府科学技術政策担当大臣賞など受賞者
15 名を発表しました。
■経済産業大臣賞に株式会社 CureApp

代表取締役 CEO 兼医師 佐竹晃太氏

経済産業大臣賞には、株式会社 CureApp 代表取締役兼医師

佐竹晃太氏が選ばれました。医

学的エビデンスに基づき、患者の状況に合わせ個別化された治療ガイダンスを適時に提供する
アプリ（禁煙領域では世界初の薬事承認取得・保険収載）を開発・販売し、医薬品等に頼らない
デジタル治療分野で世界でも最前線を走り、医療格差の是正や医療費適正化等、社会に大きな変
革をもたらそうとする姿勢が高く評価されました。
■内閣府科学技術政策担当大臣賞に株式会社 ALE

代表取締役 CEO

内閣府科学技術政策担当大臣賞には、株式会社 ALE

岡島礼奈氏

代表取締役 CEO 岡島礼奈氏が選ばれま

した。世界に前例のない人工流れ星事業で、実際に人工衛星がロケットに搭載され、その打ち上
げが成功していることや、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、中層大気データの活用により精度を向上させた気象予報サービスの提供事業に取り組んで
いることが、起業家のロールモデルとして高く評価されました。
その他、中小企業庁長官賞 2 名、中小機構理事長賞 2 名、SDGs 特別賞 1 名、JVA 審査委員会特
別賞 4 名、JVCA 特別奨励賞 1 名、ベンチャーキャピタリスト奨励賞 3 名 の表彰も併せて行いま
した。
第 21 回 JVA 受賞者一覧は別紙のとおりです。
第 21 回 JVA の詳細は、以下ウェブサイトをご覧ください。
ベンチャーアワード
URL:

検索

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

＜Japan Venture Awards(JVA)とは＞
本表彰は、創業概ね 15 年以内で、高い志を持ちリスクを恐れず挑戦する優れた起業家を対象に、創
業の優良モデルとして発掘・表彰する制度で、2000 年から実施しています。新事業創出や市場開拓に
果敢に挑む優れた起業家を発掘し、ロールモデルとして広く社会に周知を図るとともに、次世代を牽
引する経営者の育成を図ることを目的としています。
＜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）

第21回JVA 受賞者決定!! 【速報版】
経済産業大臣賞

内閣府科学技術
政策担当大臣賞

東 京都

佐竹 晃太 氏
株式会社CureApp

東 京都

岡島 礼奈 氏

代表取締役CEO 兼 医師

株式会社ALE

代表取締役／CEO

医療機器である疾患治療用アプリの開発を行う。2020年に
国内初となるニコチン依存症治療アプリが薬事承認 取得、
保険収載された。現在対象疾患を拡大中。

ALEは「宇宙エンターテインメント事業 (Sky Canvas)」
「大
気データ事業」
「 宇宙デブリ対策事業」に取り組む民間宇宙
スタートアップ企業です。

中小企業庁長官賞

中小企業庁長官賞

東 京都

島田 幸輝 氏
SyntheticGestalt株式会社

杉江 理 氏

代表取締役CEO

WHILL株式会社

人 工 知 能による科 学 的 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 発を行ってい
ます。

中小機構理事長賞

東 京都

代表取締役社長 CEO

「すべての人の移動を楽しくスマートにする」をミッションに、
最終目的地までのラストワンマイルをつなぐため、近距離移
動のプラットフォームを作っています。

中小機構理事長賞

大阪 府

東 京都

中野 剛人 氏

平田 祐介 氏

訪問看護事業者向けにITを活用した業務支援サービスを
展開。訪問看護専用電子カルテ『iBow』等の開発及び提 供
を行い、業務効率化とより良い在宅療養の実現を支援する。

企業と顧客の関係性を深めることを目的としたマーケティン
グツール「Repro」の開発・販売をしています。

SDGs特別賞

JVA審査委員会特別賞

株式会社eWeLL

代表取締役社長

Repro株式会社

兵庫県

代表取締役

東 京都

中西 智之 氏

谷口 優 氏

1. 遠隔での救急・集中治療に関連するサービスおよびシステムの提供
2. 救急・集中治療に関するスタッフトレーニング
3. 病院におけるコンサルテーション

飲食店向け予約・顧客管理システムの開発・提供を行う日本
発レストランテック企業。海外6カ国に展開し、そのサービス
は26カ国・地域のレストランで利用されている。

JVA審査委員会特別賞

JVA審査委員会特別賞

株式会社T-ICU

代表取締役社長

株式会社TableCheck

東 京都

東 京都

Gajan Mohanarajah 氏

平崎 誠司 氏

代表取締役CEO

オリシロジェノミクス株式会社 代表取締役
合成生物学産業の可能性を解き放つセルフリー（無細胞系）
による長鎖DNA合成技術を基とした事業を行っています。

代表取締役社長CEO

Arudchelvan Krishnamoorthy 氏

Gajan

代表取締役CFO

ラピュタロボティクス株式会社

JVCA特別奨励賞

奥原 啓輔 氏

プラチナバイオ株式会社

広島県
Arudchelvan

ロボット導入を促 進させるための共 通 基 盤「クラウドロボ
ティクス・プラットフォーム」を開発。当該プラットフォームを
活用したロボティクスソリューションも提供する。

代表取締役CEO

産業利用に最適なゲノム編集技術「Platinum TALEN」とデ
ジタル技術を融合し、事業パートナーの方々と革新的なプロ
ダクト・サービスを提供します。

ベンチャーキャピタリスト奨励賞

天野 雄介 氏

曽我 悠平 氏

藤井 淳史 氏

代表パートナー／
General Partner

General Partner

パートナー

STRIVE

「起業家と同じ舟に乗り、共に立ち向かい、共に汗をか
く」をスローガンに、従来の投資家の常識からはみ出
し、あらゆる面からスタートアップの成長を支援。今後
も、時代を拓く起業家の野心をスケールするために、ど
こよりも高い目線で成功へと導く投資家を目指す。

本事業に関するお問い合せ

フェムトパートナーズ株式会社

目線の高い経営者、将来性に期待できる市場に取り組むIT系を
中心とするシード・アーリーステージのスタートアップに対して、潜
在力を開花させる資金調達や資本政策をアドバイスし、事業開
発に集中できる大型投資を実行。次ラウンド以降の資金調達支
援やフォロー投資を行い、大型企業に成長するための総合的な
支援を行う。

ジャフコ グループ株式会社

ジャフコ グループ入社後、18 年 間に渡り投 資 先の
ソーシングからExitまで担当。投資先の資金調達、顧
客開拓、人材採用、会計・法務・労務・税務等に関する
設計等、事業上の各種 施策に踏み込み経営に関与。
経営陣だけではなく、実務担当者とも課 題に取り組
んできた。これまでにIPO8社、M&A6社を担当。

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
第21回JVA運営事務局 TEL 03-3292-5088 E-mail jva＠operation-desk.jp

