
千代田ビジネス大賞
募 集!

第14回

【後援】千代田区／経済産業省関東経済産業局／東京都／（独）中小企業基盤整備機構関東本部／日本政策金融公庫東京支店／
　　　（公財）東京都中小企業振興公社／（地独）東京都立産業技術研究センター／東京商工会議所千代田支部／
　　　東京中小企業家同友会千代田支部／千代田区商店街連合会／千代田区商工業連合会／東京中小企業投資育成株式会社

主催　公益財団法人まちみらい千代田

千代田ビジネス大賞とは
公益財団法人まちみらい千代田では、中小企業の成長発展を支援す
ることを目的として、経営革新や経営基盤の強化に取り組む企業を表彰
します。

●特徴のある優れた活動実績をあげている千代田区内の中小企業を表彰します。
●表彰企業は、「まちみらいニュース」、ホームページに掲載する他、紹介パンフレット
の作成、プレス発表等により広報します。

「エントリー申込書」にご記入の上、FAXでお申し込みください。

FAX：03‐3233‐7557
なお、ウェブサイトからもダウンロードいただけます。 （http://www.mm-chiyoda.or.jp）

千代田ビジネス大賞 エントリー申込書

公益財団法人まちみらい千代田
産業まちづくりグループ 宛

事業所名

事務局欄　　　　　年　　　　　 月　　　　　 日

事業所所在地 　〒　　　　 　　-

千代田区

TEL：

FAX：

HP：http:// 

（連絡担当者）　氏名：

所属：

TEL：

FAX：

E-mail：

業　　種：

資本金／元入金：　　　　　　　　　　　万円

創　　業（西暦）：　　　　　　　　　　　年

法 人 化（西暦）：　　　　　　　　　　　年

主な事業内容：

エントリー理由：

【今後の支援について】
まちみらい千代田で実施している経営相談やアドバイス、専門家派遣事業補助金等の支援を希望しますか?

□希望する　　　□希望しない　　　□検討する

直近1年間の売上高（□に「✓」印を記入して下さい）

□5,000万円未満　  　  □5,000万円以上　 　   □1億円以上　  　  □3億円以上　       □5億円以上（約 　　　　　　　億円）　

常勤役員数：　　　　　　　名

従 業 員 数：　　　　　　　名

うち、パート・アルバイト（　　　　　　名）

家族従業員（　　　　　　名）

ふりがな

代表者名： 生年月日：　　　　　年 　　　　　月 　　　　　日（　　　　歳）
ふりがな

公益財団法人まちみらい千代田　産業まちづくりグループ
〒101-0054　東京都千代田区神田錦町三丁目21番地
 ちよだプラットフォームスクウェア4F
 TEL：03-3233-7558　FAX：03-3233-7557
 URL http://www.mm-chiyoda.or.jp

※この表彰事業の調査事務は、（一社）ちよだ中小企業経営支援協会に委託しています。



◆大　　　 賞
    最も優秀であり、千代田区に相応しいと認められた企業……………………………………………… 1社

◆千代田区長賞
    特に優秀と認められ、今後、千代田区を代表する企業となることが期待される企業 ……………… 1社

◆東京商工会議所千代田支部会長賞
    今後の更なる発展が期待され、特に優秀と認められた企業…………………………………………… 1社

◆東京中小企業家同友会千代田支部長賞
　 社員教育を重視していると認められた企業  …………………………………………………………… 1社

◆優 秀 賞
    優秀と認められた企業 ………………………………………………………………………………… 数社

◆特 別 賞
    特徴的な取組みをしており、将来を期待されると認められた企業…………………………………… 数社

◆表彰企業の紹介パンフレットを作成し、企業には1000部を無償で提供します。
◆表彰企業は、「まちみらいニュース」「まちみらい千代田ウェブサイト」で広く紹介するとともに、企業広告を無料で
掲載します。

◆表彰企業に対しては、千代田ビジネス大賞のロゴを企業PRとして利用することを許諾します。
◆大賞受賞企業は、ちよだプラットフォームスクウェア1階に社名を掲示し、その優秀な取組みを永くたたえます。
◆大賞、千代田区長賞、東京商工会議所千代田支部会長賞及び東京中小企業家同友会千代田支部長賞を受賞
した企業に対しては、次年度の東商ビジネスフェア出展費用を助成します。

表彰特典表彰特典表彰特典表彰特典表彰特典

◆表彰式は、令和5年２月17日（金）（予定）に開催（ちよだプラットフォームスクウェア）します。
◆表彰企業には、賞状及び記念品を贈呈します。

表　　彰表　　彰表　　彰表　　彰表　　彰

賞の種類賞の種類賞の種類賞の種類賞の種類

（1）区内に本店（営業の本拠）があり、1決算期以上事業活動している中小企業または個人の商店であること。
（2）経営成績および財政状態が健全であること。

（3）個人は従業員数のみ、法人は資本金か従業員数のいずれか一方が該当していればエントリーいただけます。
（4）経営者、家族従業員は従業員数には入りません。

エントリー資格エントリー資格エントリー資格エントリー資格エントリー資格

中小企業とは中小企業とは中小企業とは

資本金5,000万円以下
または

従業員100人以下

サービス

資本金3億円以下
または

従業員300人以下

製造業
資本金1億円以下

または
従業員100人以下

卸売業

資本金5,000万円以下
または

従業員50人以下

小売業
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（1）経済産業省関東経済産業局地域経済部 地域振興課 参事官　 大谷　　聡
（2）公益財団法人東京都中小企業振興公社 　　 総合支援部長　  平川　浩一
（3）地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター
　　　　　　　　　　　　事業化支援本部 技術開発支援部長　 谷口　昌平
（4）東京商工会議所千代田支部　 会　長　 栃木　一夫
（5）東京中小企業家同友会千代田支部　 支部長　 瀬戸龍太郎
（6）千代田区商店街連合会　 会　長　 髙山　　肇
（7）千代田区商工業連合会　 会　長　 山本　久喜
（8）公益財団法人日本フィランソロピー協会　 理事長　 高橋　陽子
（9）その他中小企業の経営に高い識見を有する者

（1）「まちみらいニュース」への掲載
「まちみらいニュース」（発行52,000部）紙上で、すべての企業を紹介します。このため、企業紹介の原稿
（100字程度）を審査書類とともに提出いただきます。
また、「まちみらい千代田ウェブサイト」でも、企業名を紹介します。

（2）中小企業診断士による経営相談や経営診断、アドバイス等が受けられます。
（3）東京都中小企業振興公社実施の専門家派遣の採択を受けた企業の助成を優先します。
（4）東京都立産業技術研究センター実施のオーダーメード型技術支援の採択を受けた企業の助成を優先し

ます。

第 14回千代田ビジネス大賞諮問委員（予定）（敬称略）

二次審査通過特典

■ 表彰式までの流れ

エントリー令和4年
～8月31日（水）

「エントリー申込書」を（公財）まちみらい千代田まで
FAXにてお送りください。（最終締切8月31日）
※まちみらい千代田ウェブサイトからもお申し込みいただけます。

審査書類の提出令和4年
～9月12日(月)

9月12日（月）までに必ず提出してください。

書類審査
（一次審査）

令和4年
9月下旬～ 提出された書類を審査します。

現地調査
（二次審査）

令和4年
10月～11月下旬

一次審査の結果により、企業を訪問してヒアリング調査を行います。
（現地調査のアポイントは業務委託している中小企業診断士から直接連絡が入ります）

諮問委員会令和5年
1月中旬

二次審査の結果から選定した表彰候補企業を
（公財）まちみらい千代田理事長に報告します。

表彰企業決定令和5年
1月下旬

（公財）まちみらい千代田理事長が表彰企業を最終決定します。

表 彰 式令和5年
２月17日（金）（予定）

表彰と情報交換・懇親会等を行い、プレス発表します。
※表彰企業は当日発表となりますので必ずご出席ください。
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エントリー令和4年
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諮問委員会令和5年
1月中旬

二次審査の結果から選定した表彰候補企業を
（公財）まちみらい千代田理事長に報告します。

表彰企業決定令和5年
1月下旬

（公財）まちみらい千代田理事長が表彰企業を最終決定します。

表 彰 式令和5年
２月17日（金）（予定）

表彰と情報交換・懇親会等を行い、プレス発表します。
※表彰企業は当日発表となりますので必ずご出席ください。

（1）エントリーの方法
「エントリー申込書」をメール（biznet@mm-chiyoda.or.jp）、FAX（03-3233-7557）にてお申し込みください。
なお、（公財）まちみらい千代田のウェブサイトからもお申し込みいただけます。
URL  http://www.mm-chiyoda.or.jp

（2）エントリーの締切…………… 令和4年8月31日（水）
（3）審査書類の提出

一次審査(書類審査)に際して以下の書類の提出をお願いします。
①事業活動説明書、損益計算書（フォーマットあり）
②直近3期分の決算書・確定申告書の写し（決算書・申告書は3期間に満たない場合はその期間分）
③営業案内・商品カタログ等事業内容が分かるもの
※審査書類の提出は 令和4年9月12日（月）必着でお願いします。
※審査書類は返却しません。
※審査書類は他の目的には使用せず、厳重に管理します。

エントリー方法エントリー方法エントリー方法エントリー方法エントリー方法

（1） 提出された書類に基づき一次審査（書類審査）を行います。
（2） 一次審査で一定の基準を満たしていると判定された企業には、調査員（（一社）ちよだ中小企業経営支援協

会所属の中小企業診断士）が伺い、ヒアリングによる二次審査（現地調査）を行います。
※二次審査に該当した場合には、調査員の訪問日程等の調整にご協力くださるようお願いします。

（3） 調査員は、調査結果を基に協議のうえ表彰候補企業を選定し、諮問委員会に推薦します。
（4） 諮問委員会では、諮問委員から表彰候補企業について総合的な見地からの意見を伺い、その結果を（公財）

まちみらい千代田理事長に報告します。
（5） （公財）まちみらい千代田理事長が諮問委員会の意見を踏まえ、千代田ビジネス大賞表彰企業を決定します。
（6） 表彰企業は、表彰式会場にて当日発表します。（令和5年２月17日（金）予定）

審査方法審査方法審査方法審査方法審査方法

審査は、「社会・経済への貢献性」、「製品・サービスの革新性」、「企業経営の戦略性」の3項目を基本に行い
ます。

審査基準審査基準審査基準審査基準審査基準

社会・経済への
貢献性

企業経営の
戦略性

展開している事業が社会や
経済に貢献している

経営環境への先見性があり
戦略的な経営である

製品・サービスの
革新性

提供している製品・サービスが
革新的である



令和3年度 第13回千代田ビジネス大賞　表彰企業のご紹介令和3年度 第13回千代田ビジネス大賞　表彰企業のご紹介令和3年度 第13回千代田ビジネス大賞　表彰企業のご紹介令和3年度 第13回千代田ビジネス大賞　表彰企業のご紹介令和3年度 第13回千代田ビジネス大賞　表彰企業のご紹介

評価のポイント

1. 科学技術分野に特化した輸入ソフトウェアを顧客の要望に合わせてカスタマイズや新規開発
し、時にはソフトウェアの翻訳を行い日本の研究開発に携わる技術者や研究者の下支えとなっ
ていること。

2. 導入後、顧客向けにソフトウェアの有効活用等のテーマでセミナーの実施や、技術的問い合せ
への社内体制をつくり、販売するだけでなくきめ細やかな技術サポートを確立していること。

3. 創業から２５年超、科学技術ソフトウェアというニッチな分野で確実に顧客を捉え、長きにわたり
信頼を勝ち得ていること。

株式会社ライトストーン優 秀 賞優 秀 賞優 秀 賞

評価のポイント

1. 自社で独自開発したサービス「エンカク」は障害者がテレワークで働くという画期的な考え方と
仕組みで障害者雇用で問題となる通勤・人との関係構築・周囲の無理解などの問題がクリア
できるシステムであること。

2. 障害者在宅雇用支援「エンカク」は、テレワークの導入から採用支援、入社後は専属のトレー
ナーがテレワーカーの研修と就業サポートを実施し、「エンカククラウド」による勤怠・体調・生産
性管理までこれまでにない一貫したサービスを提供していること。

3. 事業スタート時から、「誰もが挑戦できる社会をつくる」を会社使命とし、社員全員が使命として
とらえ、障害者雇用が義務から戦力へと改革していること。

株式会社Ｄ＆Ｉ優 秀 賞優 秀 賞優 秀 賞

評価のポイント

1. 日本での認知度が低いソフトウェア・アプリケーションを海外から輸入し、システムに組み込み、
本来は長期にわたり高価格となる事業再構築等のコンサルティングを低価格にて提供している
こと。

2. Tanaakk株式会社は管理部責任者が弁護士であり、法律事務所を開設していることから、コ
ンサルティング契約期間中の法律問題にも対処できる優位性があること。

3. 日本では言葉の壁等で活躍できない外国人エンジニア（ベトナム、フィリピン、ミャンマー等）を
積極的に採用し、育成にも力を入れダイバーシティの実現に寄与していること。

Ｔａｎａａｋｋ株式会社（タナーク）特 別 賞特 別 賞特 別 賞

評価のポイント

1. VR（バーチャルリアリティー）の視界と音の聞こえ方の表現まで意識して作成している360VR
バーチャルツアー「ぐるりVR」は関連特許を3件取得するなど革新性があること。

2. コロナ禍において企業の工場見学やオフィス見学ツアーが実施できない中、VRを利用した
サービスを提供し、社会貢献していること。

3. 近隣の大学や専門学校へ求人を出し、新卒採用から人を育て、個の職人ではなくチームとして
育成して組織の強化を戦略的に行っていること。

株式会社ユニモト特 別 賞特 別 賞特 別 賞

評価のポイント

1. 印刷、SP広告が事業のメインであったが10数年前に社員の発案から始めた「グリーン電子化
ソリューション」事業は、文字通り紙資料の電子化事業で紙印刷業が構造的不況にある中現在
は本業となるまで成長していること。

2. 電子データ化の顧客は大手企業・大学・省庁と多岐にわたり、依頼内容も劣化が進んだものか
ら重要文化財級の資料までに対応し、リピート依頼に繋がっていること。

3. 紙資料の電子データ化はテレワークの定着で共有可能なデータ化のニーズは高く、紙資源の
削減、100％再生資源とするなど本業がSDGsと一体となっていること。

有限会社ボンズ企画特 別 賞特 別 賞特 別 賞



「エントリー申込書」にご記入の上、FAXでお申し込みください。

FAX：03‐3233‐7557
なお、ウェブサイトからもダウンロードいただけます。 （http://www.mm-chiyoda.or.jp）

千代田ビジネス大賞 エントリー申込書

公益財団法人まちみらい千代田
産業まちづくりグループ 宛

事業所名

事務局欄　　　　　年　　　　　 月　　　　　 日

事業所所在地 　〒　　　　 　　-

千代田区

TEL：

FAX：

HP：http:// 

（連絡担当者）　氏名：

所属：

TEL：

FAX：

E-mail：

業　　種：

資本金／元入金：　　　　　　　　　　　万円

創　　業（西暦）：　　　　　　　　　　　年

法 人 化（西暦）：　　　　　　　　　　　年

主な事業内容：

エントリー理由：

【今後の支援について】
まちみらい千代田で実施している経営相談やアドバイス、専門家派遣事業補助金等の支援を希望しますか?

□希望する　　　□希望しない　　　□検討する

直近1年間の売上高（□に「✓」印を記入して下さい）

□5,000万円未満　  　  □5,000万円以上　 　   □1億円以上　  　  □3億円以上　       □5億円以上（約 　　　　　　　億円）　

常勤役員数：　　　　　　　名

従 業 員 数：　　　　　　　名

うち、パート・アルバイト（　　　　　　名）

家族従業員（　　　　　　名）

ふりがな

代表者名： 生年月日：　　　　　年 　　　　　月 　　　　　日（　　　　歳）
ふりがな

公益財団法人まちみらい千代田　産業まちづくりグループ
〒101-0054　東京都千代田区神田錦町三丁目21番地
 ちよだプラットフォームスクウェア4F
 TEL：03-3233-7558　FAX：03-3233-7557
 URL http://www.mm-chiyoda.or.jp

※この表彰事業の調査事務は、（一社）ちよだ中小企業経営支援協会に委託しています。


