
千代田ビジネス大賞
募 集!

第9回

【後援】千代田区／経済産業省関東経済産業局／独立行政法人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／
　　　公益財団法人東京都中小企業振興公社／地方独立行政法人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／一般社団法人ちよだ中小企業経営支援協会

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んでいる企業
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」や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。

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3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
 メール biznet@mm-chiyoda.or.jp

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

「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9月30日（金）
※ホームページからもダウンロードいただけます。

二次審査の結果選定された表彰候補企業を
（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。

（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。

提出された書類を審査します。

10月14日（金）までに必ず提出してください。

エントリー

書類審査
（一次審査）

現地調査
（二次審査）

審査書類の提出

諮問委員会

表彰企業決定

表 彰 式

平成28年
～ 9月30日（金）

平成28年
～10月14日(金)

平成28年
10月～

平成28年
10月～12月中旬

平成29年
1月下旬

平成29年
2月上旬

平成29年
2月中旬

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
します。（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）

■ 表彰式までの流れ



1. e ラーニングという商材を、単なる学習支援ソフトの領域から「生徒」
「保護者」「教育機関」をつなぐコミュニケーションツールにまで高め
た革新性。

2. 国内では NPO、海外では JICA などの機関と連携。自社にない機能
を外に求めることで「教育格差をなくす」という志を実現していく戦
略性と行動力。

3. 本業をベースにした、直接的な、持続可能性の高い社会貢献活動で
あることに加え、今後もより高品質に、よりグローバルに展開できる
可能性を多く秘めていること。

評価のポイント

株式会社すららネット
代表取締役社長　湯野川 孝彦

平成27年度 第8回千代田ビジネス大賞　表彰企業のご紹介平成27年度 第8回千代田ビジネス大賞　表彰企業のご紹介平成27年度 第8回千代田ビジネス大賞　表彰企業のご紹介平成27年度 第8回千代田ビジネス大賞　表彰企業のご紹介平成27年度 第8回千代田ビジネス大賞　表彰企業のご紹介

大 賞大 賞大 賞

評価のポイント

1. 創業から113年、特化してきた高級印刷（証券印刷）分野において、大手印刷会社
が手がけている市場の一角に勝ち残っている商品の革新性。

2. 厳しい経営環境下にある印刷業界にあって、事業領域である「証券印刷」で培っ
た信用をベースに新たな分野開拓を実践している戦略性。

3. 1903年創業。関東大震災と第二次世界大戦、2度に渡って建物も設備も焼失し
た。幾多の苦難をイノベーションで乗り越えて100年超、サスティナビリティの組
み込まれた優秀老舗企業。

瀬味証券印刷株式会社
代表取締役　服部 克彦

東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所東京商工会議所
千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞千代田支部会長賞
東京商工会議所

千代田支部会長賞

評価のポイント

1. 車両電装工事を行う中で鉄道関連会社の顧客ニーズを的確にとらえ、ワンストッ
プで車両工事を請け負える体制を作った戦略性。

2. 障害者支援に対するビジネスを立ち上げつつ、自社でも障害者を雇用している地
域貢献性。

3. 離れている現場で働く従業員へ経営理念等を伝えるための情報発信の工夫、ま
た従業員が現場に固定されずに働ける体制を作っている組織戦略性。

堀江車輌電装株式会社
代表取締役　堀江 泰

東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会東京中小企業家同友会
千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞千代田支部長賞

東京中小企業家同友会
千代田支部長賞

評価のポイント

1. 微生物による環境浄化の市場自体が存在せずビジネスとして成り立たせること
が困難であった時代から土壌・排水汚染問題に果敢に挑戦し、現在では利益を
出せるビジネスとして継続させている先見性。

2. 企業としてはコストをかけたくない領域である環境問題に、「先義後利」の理念を
持って対応する社会貢献性。

3. 自社の持つ土壌・排水の浄化に関する技術やノウハウを、他の分野に活用するた
めの研究開発を続けている革新性。

株式会社バイオレンジャーズ
代表取締役社長　鴻野 雅一

千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞千代田区長賞

評価のポイント

1. 扇子の製造・販売にかかわる企業として、「扇子とは何か？」という本質を深く追
求することで、扇子の新たな価値を生み出している革新性。

2. グラフィックデザイナー、陶芸家など異分野のアーティストと協業し、現代的な扇
子を継続的に開発している企画力。

3. 「扇子により日本文化を伝承する」という理念のもと、書道など、扇子以外の分野
においても日本文化の伝承活動を行っている社会貢献性。

株式会社新京清堂
代表取締役社長　吉田 道生

優 秀 賞

評価のポイント

1. 測定機械製造という既存事業の枠を越え、受託試験や技術コンサルティングな
ど、長年の経験とノウハウが活かせる新分野へ進出するという革新性。

2. 創業64年の企業にふさわしく、摩擦、撹拌という基本技術を大切にし、「ユー
ザーに満足をお届けする」という企業理念を実践し続けている社会貢献性。

3. 技術営業を重視。技術と営業力を身につけるため、工場実習や先輩社員と一緒の
営業活動など、戦略的に人材育成を行っている。

新東科学株式会社
取締役社長　野村 篤史

優 秀 賞

評価のポイント

1. かかってきた電話番号から顧客情報が即表示され、相手が分かることで安心し
て電話対応をすることができる。「おもてなし」と名付けた「IT製品」はクラウドを
活用して個人店でも使える価格と使いやすさを実現した商品で、その革新性。

2. 電話があればどこでも使うことができるため、日本国内にとどまらず、今後海外
展開も視野に入れて活動している戦略性。

3. 月額課金モデルを採用して継続的な収益を得ることができるビジネスモデルで、
今後の成長が期待できる。

株式会社シンカ
代表取締役　江尻 高宏

特 別 賞

1. ペーパーレス社会と言われ、経営環境が厳しい印刷業界にあって、起業時から差
別化のための特許と実用新案の権利が取れる商品開発を志し、今では64件もの
特許、実用新案権を持ち、新規に顧客や市場を開拓している革新性。

2. コア技術、コア業務は自社に残しながら、効率的な外部連携を進め、安定した業
績を実現している戦略性。

3. 「特許等を武器にして小粒でもキラリと光る企業を目指す」を経営理念として利
便性の高い商品を開発し市場に提供している社会貢献性。

エニカ株式会社
代表取締役　戸矢 雅道

特 別 賞

評価のポイント



1. e ラーニングという商材を、単なる学習支援ソフトの領域から「生徒」
「保護者」「教育機関」をつなぐコミュニケーションツールにまで高め
た革新性。

2. 国内では NPO、海外では JICA などの機関と連携。自社にない機能
を外に求めることで「教育格差をなくす」という志を実現していく戦
略性と行動力。

3. 本業をベースにした、直接的な、持続可能性の高い社会貢献活動で
あることに加え、今後もより高品質に、よりグローバルに展開できる
可能性を多く秘めていること。

評価のポイント

株式会社すららネット
代表取締役社長　湯野川 孝彦

平成27年度 第8回千代田ビジネス大賞　表彰企業のご紹介

大 賞

評価のポイント

1. 創業から113年、特化してきた高級印刷（証券印刷）分野において、大手印刷会社
が手がけている市場の一角に勝ち残っている商品の革新性。

2. 厳しい経営環境下にある印刷業界にあって、事業領域である「証券印刷」で培っ
た信用をベースに新たな分野開拓を実践している戦略性。

3. 1903年創業。関東大震災と第二次世界大戦、2度に渡って建物も設備も焼失し
た。幾多の苦難をイノベーションで乗り越えて100年超、サスティナビリティの組
み込まれた優秀老舗企業。

瀬味証券印刷株式会社
代表取締役　服部 克彦

東京商工会議所
千代田支部会長賞

評価のポイント

1. 車両電装工事を行う中で鉄道関連会社の顧客ニーズを的確にとらえ、ワンストッ
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堀江車輌電装株式会社
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便性の高い商品を開発し市場に提供している社会貢献性。
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特 別 賞特 別 賞特 別 賞

評価のポイント



◆表彰企業の紹介パンフレットを作成します。
◆表彰企業は、「まちみらいニュース」やホームページで広く紹介するとともに、企業広告を無料で掲載し

ます。

◆表彰式（2月中旬予定）を開催し表彰します。
◆表彰企業には、賞状及び記念品を贈呈します。

◆大　　　　賞　エントリー企業のうち最も優秀と認められた企業……………………………………  1社
◆千代田区長賞　エントリー企業のうち千代田区にふさわしいと認められた企業 …………………… 1社
◆東京商工会議所千代田支部会長賞　エントリー企業のうち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
　エントリー企業のうち社員教育を重視していると認められた企業 ……………………………………  1社
◆優 秀 賞　エントリー企業のうち優秀と認められた企業 ……………………………………… 数社
◆特 別 賞　エントリー企業のうち将来が期待されると認められた企業 ……………………… 数社

千代田ビジネス大賞の対象部門は、次の１０部門+自由部門により構成され、該当する部門よりエントリー
していただきます。

経営革新部門　経営の革新性を発揮している企業

ユニーク部門　製品やサービスがユニークな企業

優秀老舗部門　元気な老舗企業

ワークライフバランス部門　社員の活躍で成長している企業

ニュービジネス部門　新しいビジネスを創造している企業

環境貢献部門　地球環境保護に貢献している企業

安全安心部門　安全安心に貢献している企業

国際貢献部門　国際化に貢献している企業

いきいき部門　福祉と健康増進に貢献している企業

文化伝統部門　文化伝統の継承に貢献している企業

自 由 部 門　ウチの会社のここを表彰してほしいという企業

千代田千代田
ビジネス大賞ビジネス大賞
千代田

ビジネス大賞

表彰特典表彰特典表彰特典表彰特典表彰特典

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

表彰対象部門表彰対象部門表彰対象部門表彰対象部門表彰対象部門

（部門名は自由につけてください。）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

（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53,000部）紙上で、すべてのエントリー企業を紹介します。
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、ホームページでも、エントリー企業名とホームページを紹介します。

（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による専門家派遣の助成を優先します。
（4）東京都立産業技術研究センターによる実地技術支援の助成を優先します。

（1）エントリーの方法
「エントリー申込書」にご記入の上、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ホームページからもダウンロードいただけます。
 URL  http://www.mm-chiyoda.or.jp

（2）エントリーの締切……………平成28年9月30日（金）
（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
※審査書類の提出は平成28年10月14日（金）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。

（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法人または個人の中小企業
（2）経営成績および財政状態が健全であること。

（1）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。

（2）経営者、家族従業員は従業員数には入りません。

エントリー特典

エントリー方法

エントリー資格

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

24
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（1）公益財団法人東京都中小企業振興公社 総合支援部長　小池和孝
（2）地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 技術開発支援部長　木下稔夫
（3）東京商工会議所千代田支部会長　前川秀樹
（4）東京中小企業家同友会千代田支部 支部長　米田和秀
（5）千代田区商店街連合会 会長　瀬川昌輝
（6）千代田区商工業連合会 会長　山本久喜
（7）公益社団法人日本フィランソロピー協会 理事長　高橋陽子
（8）その他中小企業の経営に高い識見を有する者

（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（（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、調査結果から協議の上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、表彰候補企業について総合的な見地の意見を諮問委員から伺い、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、表彰式会場にて発表します。（平成29年2月中旬）

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項目により行い
ます。

第 9回千代田ビジネス大賞諮問委第 9回千代田ビジネス大賞諮問委第 9回千代田ビジネス大賞諮問委第 9回千代田ビジネス大賞諮問委員員員員（予定）（予定）（予定）（予定）第 9回千代田ビジネス大賞諮問委員（予定）

審査方法審査方法審査方法審査方法審査方法

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

「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、ホームページ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：　　　　　　　　　　　百万円

創　　業（西暦）：　　　　　　　　　　　年

法 人 化（西暦）：　　　　　　　　　　　年

主な事業内容：

上記部門のエントリー理由：

【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）　

エントリー部門（□に「✓」印を記入して下さい）

□経営革新部門　　　□ユニーク部門　　 　□優秀老舗部門　　　□ワークライフバランス部門　　　□ニュービジネス部門　　

□環境貢献部門　　　□安全安心部門　　　□国際貢献部門　　　□いきいき部門　　　                □文化伝統部門

□自由部門（部門名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

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



（1）公益財団法人東京都中小企業振興公社 総合支援部長　小池和孝
（2）地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター 技術開発支援部長　木下稔夫
（3）東京商工会議所千代田支部会長　前川秀樹
（4）東京中小企業家同友会千代田支部 支部長　米田和秀
（5）千代田区商店街連合会 会長　瀬川昌輝
（6）千代田区商工業連合会 会長　山本久喜
（7）公益社団法人日本フィランソロピー協会 理事長　高橋陽子
（8）その他中小企業の経営に高い識見を有する者

（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（（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、調査結果から協議の上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、表彰候補企業について総合的な見地の意見を諮問委員から伺い、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、表彰式会場にて発表します。（平成29年2月中旬）

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項目により行い
ます。

第 9回千代田ビジネス大賞諮問委員（予定）

審査方法

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

「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、ホームページ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：　　　　　　　　　　　百万円

創　　業（西暦）：　　　　　　　　　　　年

法 人 化（西暦）：　　　　　　　　　　　年

主な事業内容：

上記部門のエントリー理由：

【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）　

エントリー部門（□に「✓」印を記入して下さい）

□経営革新部門　　　□ユニーク部門　　 　□優秀老舗部門　　　□ワークライフバランス部門　　　□ニュービジネス部門　　

□環境貢献部門　　　□安全安心部門　　　□国際貢献部門　　　□いきいき部門　　　                □文化伝統部門

□自由部門（部門名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

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



千代田ビジネス大賞
募 集!

第9回

【後援】千代田区／経済産業省関東経済産業局／独立行政法人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／
　　　公益財団法人東京都中小企業振興公社／地方独立行政法人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／一般社団法人ちよだ中小企業経営支援協会

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んでいる企業
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」や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。

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3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
 メール biznet@mm-chiyoda.or.jp

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

「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9月30日（金）
※ホームページからもダウンロードいただけます。

二次審査の結果選定された表彰候補企業を
（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。

（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。

提出された書類を審査します。

10月14日（金）までに必ず提出してください。

エントリー

書類審査
（一次審査）

現地調査
（二次審査）

審査書類の提出

諮問委員会

表彰企業決定

表 彰 式

平成28年
～ 9月30日（金）

平成28年
～10月14日(金)

平成28年
10月～

平成28年
10月～12月中旬

平成29年
1月下旬

平成29年
2月上旬

平成29年
2月中旬

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
します。（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）

■ 表彰式までの流れ


